
２００９　アポロコースト 白子オープン ｉｎ サマー ２００９．６．２２（MON）～６．２７（SAT）

男子シングルス本戦
Ｒａｎｋ Ｓｅｅｄ/Ｓｔ． 名前 所属 2nd Round 3rd Round Quarterfinals Semifinals Final

1 135 (1)(WC) 豊田 聖矢 東京スポーツ・レクリエーション専門学校 豊田 聖矢

2 516 小林 正徳 ｍｙｔｅｎｎｉｓ．ｊｐ 61,60 佐藤 充

3 1309 (Q) 佐藤 充 明治大学 佐藤 充 64,62

4 777 乗田 雄造 慶應義塾大学 62,63 佐藤 充

5 1350 (Q) 岩崎 泰英 慶應義塾大学 三好 幸輝 62,62

6 598 三好 幸輝 タウンテニス大泉学園 63,62 小杉 周平

7 634 小杉 周平 慶應義塾大学 小杉 周平 62,62

8 341 (16) 小林 功実 日本大学 64,63 向 和彦

9 240 (9) 井門 敬博 ユニバーサルＴＡ 前澤 成享 61,64

10 671 前澤 成享 亜細亜大学 61,64 前澤 成享

11 1197 (WC) 平山 勇人 横浜テニスカレッジ ヘルナンデス 匠 76(2),62

12 526 ヘルナンデス 匠 荏原ＳＳＣ 63,62 向 和彦

13 375 向 和彦 アポロコーストＴＣ 向 和彦 60,64

14 1369 (Q) 松根 達也 駒澤大学 62,60 向 和彦

15 630 藤井 健次郎 ＵＢＥ７２ＴＣ 藤井 健次郎 60,61

16 209 (6) 糸井 真幸 Ｋｅｎ’ｓ　ＩＴＳ 64,46,60 月村 隼人

17 176 (3) 月村 隼人 中央大学 月村 隼人 16,63,64

18 1093 (WC) 磯辺 孝太郎 ㈱アートスポーツ 60,63 月村 隼人

19 441 追川 大輔 ユニバーサルＴＡ 追川 大輔 61,61

20 466 佐々 政洋 ＪＩＴＣ 64,63 月村 隼人

21 (WC) 向 範 アポロコーストＴＣ 田中 裕樹 62,62

22 (Q) 田中 裕樹 荏原ＳＳＣ 64,36,62 田中 裕樹

23 538 阿部 祐士 セサミ大船 樋渡 賢太 75,63

24 296 (14) 樋渡 賢太 フミヤエース市川ＴＡ 62,62 月村 隼人

25 248 (11) 八角 慧次郎 上武大学 八角 慧次郎 75,63

26 (Q) 山田 祐太朗 荏原ＳＳＣ 62,64 八角 慧次郎

27 899 (Q) 遠藤 佑哉 明治大学 森岡 勇太 64,64

28 (Q) 森岡 勇太 早稲田大学 63,60 八角 慧次郎

29 (Q) 新津 勇人 亜細亜大学 市川 雄一 63,16,61

30 1369 (Q) 市川 雄一 慶應義塾大学 61,63 泉 和宏

31 1495 (Q) 山本 健尊 早稲田大学 泉 和宏 64,64

32 213 (8) 泉 和宏 オールサムズＴＣ 63,46,61 Winner: 志賀 正人
33 197 (5) 岡沼 英記 荏原ＳＳＣ 石井 秀明 61,61
34 1678 (Q) 石井 秀明 荏原ＳＳＣ 62,60 風早 一樹

35 399 風早 一樹 亜細亜大学 風早 一樹 63,64

36 1302 (LL) 山本 八聖 東京電機大学 62,62 掛川 昴

37 369 山崎 融 ＫＩＴＣ 小島 頌 76(3),46,76(4)

38 1501 (Q) 小島 頌 オールサムズＴＣ 61,63 掛川 昴

39 1194 (Q) 伊藤 綜汰 マリーン庭球倶楽部 掛川 昴 62,63

40 243 (10) 掛川 昴 シンズあざみ野テニスチーム 62,75 林 倫正

41 290 (13) 市川 和俊 ＣＡＳＳ　ＩＴＣ 神戸 優平 60,76(8)

42 476 神戸 優平 AJTA 61,60 神戸 優平

43 357 佐藤 彰洋 キヤノン 飯島 健太 76(3),62

44 440 飯島 健太 ユニバーサルＴＡ 61,62 林 倫正

45 1279 (WC) 篠崎 仁志 アポロコーストＴＣ 篠崎 仁志 62,62

46 489 東 伸泰 大磯ＴＡ 63,62 林 倫正

47 418 林 倫正 亜細亜大学 林 倫正 60,62

48 188 (4) 根本 修宏 ヤナギ 54,RET 志賀 正人

49 211 (7) 岩本 翔平 Ｋｅｎ’ｓ　ＩＴＳ 千葉 岩本 翔平 62,60

50 (Q) 内海 章紀 インシーＴＣ 60,75 岩本 翔平

51 513 鹿嶋 啓介 Ｋｅｎ'ｓ　ＩＴＳ 鹿嶋 啓介 60,61

52 810 勢司 英生 緑ヶ丘ＴＧ 61,62 岩本 翔平

53 988 (WC) 渡辺 景一 ジョイナスＴＡ大宮 渡辺 景一 60,64

54 376 片桐 遥介 テニスユニバース 61,63 藤瀬 直樹

55 615 栗原 広行 美浜ＴＧ 藤瀬 直樹 46,64,62

56 262 (12) 藤瀬 直樹 セサミ大船 63,61 志賀 正人

57 311 (15) 志賀 正人 ＴＴＣ 志賀 正人 61,62

58 428 勝間田 恭兵 専修大学 60,62 志賀 正人

59 (Q) 佐山 陽介 青山学院大学 近藤 大基 63,62

60 606 近藤 大基 荏原SSC 63,61 志賀 正人

61 620 沼澤 裕太 青山学院大学 沼澤 裕太 61,62

62 755 浜口 恭寿 瀬田ＴＳ 60,62 花木 俊介

63 1611 (Q) 花村 達也 日本アイ・ビー・エム 花木 俊介 63,75

64 165 (2) 花木 俊介 パインヒルズＪ．Ｔ．Ａ 60,60 選手立会人：山田 祐太朗

(1)～(16)：シード順位 　　　　　(WC)：ワイルドカード(主催者推薦）選手 向 範
(Q)：予選勝者 　　　　　(LL)：予選敗者繰り上がり（ﾗｯｷｰﾙｰｻﾞｰ）

WO：対戦相手の欠場による不戦勝 　　　　　RET：対戦相手の途中棄権 レフェリー： 有坂 正


