
2022年度関西学生地域テニストーナメント(兵庫)

男子ダブルス

No. Seed Name 1R 2R 3R 4R SF

1 1 阿部哉太 甲南大学

019 桑原樹 甲南大学

2 bye

bye

3 宇津原陽 関西学院大学

033 須佐優翔 関西学院大学

4 陣内大輝 関西国際大学

24 渡辺涼太 関西国際大学

5 畑野　慎平 神戸大学

014 松本　佳也 神戸大学

6 山?秀斗 兵庫大学

17 今西流空 兵庫大学

7 小嶋修史 関西学院大学

049 前田晟明 関西学院大学

8 阿部　琉世　 神戸学院大学

038 長谷　知樹 神戸学院大学

9 松本裕太 兵庫県立大学

34 野上大輔 兵庫県立大学

10 bye

bye

11 井川翼 神戸学院大学

028 長岡錬 神戸学院大学

12 高田順平 関西学院大学

035 山中啓太郎 関西学院大学

13 西原大河 甲南大学

022 西本慎太朗 甲南大学

14 市川敦士 神戸学院大学

039 藤田　真叶 神戸学院大学

15 bye

bye

16 8 池田直紀 関西学院大学

032 近藤圭一郎 関西学院大学

17 5 小野隼征サムウェル 兵庫大学

16 家迫貢大 兵庫大学

18 bye

bye

19 本田嵩稀 関西学院大学

038 村上喬 関西学院大学

20 白石亘 甲南大学

025 森田篤郎 甲南大学

21 青砥　圭吾 神戸大学

019 梅野太一 神戸大学

22 中井　雅基 神戸学院大学

016 成瀬生 神戸学院大学

23 bye

bye

24 辻本大悟 関西学院大学

043 永村優翔 関西学院大学

25 田村　悠樹 神戸学院大学

029 猪内遼平 神戸学院大学

26 川田駿実 甲南大学

034 柴田畝那 甲南大学

27 石井涼介 関西学院大学

036 稲田颯太郎 関西学院大学

28 西出　修一郎 神戸大学

033 酒井拓海 神戸大学

29 増田快斗 神戸学院大学

026 佐藤海州 神戸学院大学

30 宮?夕 兵庫大学

23 上岡波留 兵庫大学 F
31 bye WINNER

bye

32 4 篠田玲 関西学院大学

042 堤野竜司 関西学院大学

A



2022年度関西学生地域テニストーナメント(兵庫)

男子ダブルス

No. Seed Name 1R 2R 3R 4R SF

33 3 佐藤壮真 兵庫大学

03 上田航大 兵庫大学

34 bye

bye

35 本田開 神戸大学

035 木村颯 神戸大学

36 山田雄大 関西学院大学

029 仁部奏 関西学院大学

37 川井麟太朗 神戸大学

026 森永悠斗 神戸大学

38 川原大果 甲南大学

037 森田昌 甲南大学

39 中口涼哉 兵庫県立大学

38 関口翔太 兵庫県立大学

40 深見　柾 流通科学大学

008 上田　大聖 流通科学大学

41 佐野　大地 神戸市外国語大学

015 黒木清志郎 神戸市外国語大学

42 bye

bye

43 大路京 甲南大学

033 浅野海流 甲南大学

44 秋田浩希 関西学院大学

051 木村一都 関西学院大学

45 小林　俊介 関西国際大学

30 竹内友河 関西国際大学

46 甲斐嵩晟 兵庫大学

05 本間新也 兵庫大学

47 bye

bye

48 6 神崎愛斗 神戸学院大学

023 田中大介 神戸学院大学

49 7 岩田幸太郎 甲南大学

027 櫻井駿 甲南大学

50 bye

bye

51 菅谷瑠海 兵庫大学

18 伊崎逸斗 兵庫大学

52 端野潤希 関西国際大学

21 岡田遥 関西国際大学

53 佐用直輝 神戸大学

032 中本九斗 神戸大学

54 北畠　颯太 神戸学院大学

041 神岡　柊人 神戸学院大学

55 bye

bye

56 谷川和嵩 神戸市外国語大学

016 山下周一 神戸市外国語大学

57 中野　壮一郎 神戸学院大学

040 堀田大輝 神戸学院大学

58 江藤遥希 神戸大学

030 東光翼 神戸大学

59 川田修 兵庫県立大学

07 重松克哉 兵庫県立大学

60 車田琉季 関西学院大学

037 森下桐衣 関西学院大学

61 大畑京士 神戸学院大学

031 竹本大輝 神戸学院大学

62 森本　達大 神戸大学

025 池田健太郎 神戸大学

63 bye

bye

64 2 中本悠水 甲南大学

035 岸井颯汰 甲南大学
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