
２００９　アポロコースト 白子オープン ｉｎ サマー
男子シングルス予選①～⑯

Ｒａｎｋ Ｓｅｅｄ/Ｓｔ． 名前 所属 Final

1 816 (1) 勢司 英生 緑ヶ丘ＴＧ 本戦へ

2 　Ｂｙｅ 内海 章紀

3 内海 章紀 インシーＴＣ 内海 章紀

4 1587 (27) 飯島 智 慶應義塾大学 84

5 889 (2) 遠藤 佑哉 明治大学 遠藤 佑哉

6 　Ｂｙｅ 遠藤 佑哉

7 1905 伊藤 和久 専修大学 伊藤 和久 84

8 1805 (32) 高橋 徳之介 荏原ＳＳＣ WO

9 902 (3) 田代 雄大 明治大学 田代 雄大

10 1929 茂木 翔太郎 早稲田大学 85 市川 雄一

11 田之上 晴樹 日本工学院八王子専門学校 市川 雄一 97

12 1323 (22) 市川 雄一 慶應義塾大学 81

13 926 (4) 秋本 伸久 東海大学 新津 勇人

14 新津 勇人 亜細亜大学 81 新津 勇人

15 安部 領 慶應義塾大学 安部 領 84

16 1619 (29) 西村 拓也 東京電機大学 81

17 967 (5) 山下 和馬 佐々ＪＴＳ 菊池 真人

18 1929 菊池 真人 プラムページテニスプラザ WO 小島 頌

19 新井 直孝 松戸ＴＣ 小島 頌 81

20 1448 (24) 小島 頌 オールサムズＴＣ 80

21 1006 (6) 中島 拓也 青山学院大学 中島 拓也

22 高山 和也 湘南工科大学附属高校 84 松根 達也

23 阿部 翔平 ＴＴＣ 松根 達也 85

24 1304 (21) 松根 達也 駒澤大学 84

25 1047 (7) 菊地 弘晶 日本アイ・ビー・エム 菊地 弘晶

26 1805 伊藤 誠治 ルネサンス熊本 80 岩崎 泰英

27 1805 清岡 拓 フミヤエース市川ＴＡ 岩崎 泰英 82

28 1303 (20) 岩崎 泰英 慶応義塾大学 WO

29 1096 (8) 石井 秀典 松原ＴＳ印西 神 享史

30 1805 神 享史 ユニバーサルＴＡ 80 佐藤 充

31 柏木 佑介 慶應義塾大学 佐藤 充 81

32 1257 (17) 佐藤 充 明治大学 WO

33 1104 (9) 森岡 直人 早稲田実業学校高等部 森岡 直人

34 1929 日吉 裕展 エーザイ 83 石井 秀明

35 坂田 匠 ＪＩＴＣ 石井 秀明 86

36 1619 (28) 石井 秀明 荏原ＳＳＣ 97

37 1113 (10) 佐久間 剛 Ｂ．Ｂ 三井 航

38 三井 航 チームＺＩＰ 83 花村 達也

39 2026 小林 一 ＳＣルネサンス幕張 花村 達也 85

40 1553 (26) 花村 達也 日本アイ・ビー・エム 98(3)

41 1119 (11) 種村 和博 日本工学院八王子専門学校 町田 兆至

42 1908 町田 兆至 ＪＳＳテニスクラブ武蔵野 80 佐山 陽介

43 佐山 陽介 青山学院大学 佐山 陽介 82

44 1301 (19) 近藤 大樹 慶應義塾大学 86

45 1123 (12) 神尾 和教 三井化学 神尾 和教

46 1891 池田 宗宏 Ｒ２４６ 86 田中 裕樹

47 田中 裕樹 荏原ＳＳＣ 田中 裕樹 82

48 1619 (30) 杉本 椋亮 荏原ＳＳＣ 84

49 1146 (13) 伊藤 綜汰 マリーン庭球倶楽部 伊藤 綜汰

50 矢島 友和 慶應義塾大学 97 伊藤 綜汰

51 1905 津田 慧 上智大学 山本 八聖 81

52 1508 (25) 山本 八聖 東京電機大学 WO

53 1165 (14) 古橋 保孝 千葉県庁硬式テニス部 大塚 拳之助

54 大塚 拳之助 湘南工科大学附属高校 80 山田 祐太朗

55 山田 祐太朗 荏原ＳＳＣ 山田 祐太朗 82

56 1785 (31) 柏俣 秀樹 ファイン 81

57 1199 (15) 良元 克年 袖ヶ浦ＴＣ 森岡 勇太

58 森岡 勇太 早稲田大学 83 森岡 勇太

59 大島 恵介 慶應義塾大学 大阿久 正太 84

60 1283 (18) 大阿久 正太 明治大学 83

61 1239 (16) 鮫島 範行 日本アイ・ビー・エム 鮫島 範行

62 永森 洋祐 慶應義塾大学 83 山本 健尊

63 2026 倉持 佳 グリーンテニスプラザ 山本 健尊 81

64 1428 (23) 山本 健尊 早稲田大学 80

※２８～３０シードは同順位だったため、抽選にてシード順位を決定しました。

　また、３２シードは同順位の選手（４名）より抽選にて選びました。
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