
太陽スポーツ杯 2019年10月13日　桃山運動公園

男子ダブルスA
1R 2R SF F

塩澤 宏介・浅田 夏輝

76(0)

伊藤 健宏・牧野 宏倖

60

塩澤 宏介・浅田 夏輝

62

萩中 康浩・藤井 友人

60
 

萩中 康浩・藤井 友人

76(2)

塩澤 宏介・浅田 夏輝

64

朝倉 秀篤・橋本 龍太朗

63

朝倉 秀篤・橋本 龍太朗

62

朝倉 秀篤・橋本 龍太朗

63

武田 晃典・米山 聡

60

岩田 伸吾・坂藤 世一

64

3rd Place Playoff

 
岩田 伸吾・坂藤 世一

60

2 太田 真成翔・中林 京斗 （魚津工業高校・魚津工業高校）

1 塩澤 宏介・浅田 夏輝 （富山市TA・富山市TA）

4 萩原 大翔・宮坂 卓実 （魚津工業高校・魚津工業高校）

3 伊藤 健宏・牧野 宏倖 （TPSCo・魚津ジュニア）

6 山崎 聖也・奥井 善一郎 （センティア・フリー）

5 萩中 康浩・藤井 友人 （TPSCo・TPSCo）

8 朝倉 秀篤・橋本 龍太朗 （グラス・入善町ＴＡ）

7 古川 雄介・塚本 翔太 （センティア・センティア）

10 武田 晃典・米山 聡 （ヘソのゴマ保存・ヘソのゴマ保存会）

9 中川 昇・野田 英暁 （フリー・フリー）

12 岩田 伸吾・坂藤 世一 （TPSCo・太陽スポーツ）

11 石原 有翔・木下 虎 （魚津工業高校・魚津工業高校）

萩中 康浩・藤井 友人

岩田 伸吾・坂藤 世一



太陽スポーツ杯 2019年10月13日　桃山運動公園

男子ダブルスB
1R 2R QF SF F

干場 康浩・斉藤 竜也

61

山本 司・内山 亮

60

干場 康浩・斉藤 竜也

76(5)

臼田佳史・小森 涼平

60

日景 繁夫・諏訪 慎一

63

長森 亮介・黒田 健二

64

井村 俊朗・井村 翔真

60

井村 俊朗・井村 翔真

60

長森 亮介・黒田 健二

64

林 達哉・高階 博之

60

長森 亮介・黒田 健二

64

谷本 徹・経塚 浩二

64

山岸 裕一・甲斐 利博

62

三宅 輝明・石川 弘之

W.O.

谷本 徹・経塚 浩二

63

寺崎 善一・荒木 達雄

60

谷本 徹・経塚 浩二

76(3)

谷本 徹・経塚 浩二

76(8)

神倉 雄太・守内 雄悟

75

石野 茂雄・本江 勝利

62

竹島 久嗣・滝沢 太郎

60

栗田 義臣・倉田 善孝

60

竹島 久嗣・滝沢 太郎

63

3rd Place Playoff

竹島 久嗣・滝沢 太郎

64

1 干場 康浩・斉藤 竜也 （フリー・フリー）

2 石川 陽輝・草島 新汰 （魚津工業高校・魚津工業高校）

3 山本 司・内山 亮 （TPSCo・うおづスポラ）

4 谷山 慶将・水白 彪聖 （魚津工業高校・魚津工業高校）

5 臼田佳史・小森 涼平 （TPSCo・TPSCo）

6 日景 繁夫・諏訪 慎一 （ＦＫＹ・エアーズ）

7 北野 翔・田村 幸斗 （魚津工業高校・魚津工業高校）

8 井村 俊朗・井村 翔真 （悠遊・魚津ジュニア）

9 飯野 唯音・青山 蓮司 （魚津工業高校・魚津工業高校）

10 林 達哉・高階 博之 （TPSCo・フリー）

11 狐塚 建祐・武田 大智 （魚津工業高校・魚津工業高校）

12 長森 亮介・黒田 健二 （フリー・Team Wish）

13 山岸 裕一・甲斐 利博 （太陽スポーツ・富山オープン）

14 池田 力都・安田 宏樹 （魚津工業高校・魚津工業高校）

15 三宅 輝明・石川 弘之 （TPSCo・TPSCo）

16 寺崎 善一・荒木 達雄 （フリー・センティア）

17 相川 昂太郎・高倉 悠斗 （魚津工業高校・魚津工業高校）

18 谷本 徹・経塚 浩二 （ＹＫＫ・TPSCo）

19 神倉 雄太・守内 雄悟 （魚津工業高校・魚津工業高校）

20 石野 茂雄・本江 勝利 （グラス・TPSCo）

21 小善 聖純・舟本 悠真 （魚津工業高校・魚津工業高校）

22 栗田 義臣・倉田 善孝 （とやまオープン・Ｙ・Ｂ）

干場 康浩・斉藤 竜也

竹島 久嗣・滝沢 太郎

23 北川 悠理・島田 和広 （魚津工業高校・魚工教員）

24 竹島 久嗣・滝沢 太郎 （HCS・フレームショット）


