
２００９　アポロコースト 白子オープン ｉｎ ウインター ２００９．１１．３０（MON）～１２．５（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 20 (1) 綿貫 裕介 グローバル　プロテニス　アカデミー 綿貫 裕介

2 237 藤瀬 直樹 セサミ大船 64,62 綿貫 裕介

3 230 飯島 健太 ユニバーサルＴＡ 飯島 健太 62,61

4 209 守本 光伸 ＴＰＬトレクティスラボ 46,64,64 綿貫 裕介

5 185 岩本 翔平 Ｋｅｎ’ｓ　ＩＴＳ 千葉 川原 裕輔 61,64

6 246 川原 裕輔 テニスユニバース 46,64,64 川原 裕輔

7 (WC) 長谷川 智史 アポロコーストＴＣ 柴田 貴之 63,63

8 124 (13) 柴田 貴之 美浜ＴＧ 60,61 綿貫 裕介

9 89 (11) 湯原 雅人 Ｆテニス 湯原 雅人 76(5),64

10 1289 (Q) 橋場 涼 サムライテニス 60,62 國盛 充知人

11 495 國盛 充知人 慶應義塾大学 國盛 充知人 67(5),62,64

12 151 松井 健一 Ｍ-ｓｐｏｒｔｓ 62,60 國盛 充知人

13 245 (WC) 土居 諒太 亜細亜大学 土居 諒太 63,64

14 801 (WC) 三井 航 チームＺＩＰ 61,60 柵瀬 大吾

15 176 熊谷 北斗 相模原インドアＴＳ 柵瀬 大吾 63,62

16 71 (7) 柵瀬 大吾 フリー 60,60 綿貫 裕介

17 33 (3) 比嘉 明人 テニスユニバース 比嘉 明人 64,62

18 521 (WC) 塩田 裕司 慶應義塾大学 36,63,61 比嘉 明人

19 254 原田 明広 テニスユニバース 前澤 成享 62,61

20 641 (Q) 前澤 成享 亜細亜大学 60,60 比嘉 明人

21 585 (Q) 栗原 涼 東京スポーツ・レクリエーション専門学校 栗原 涼 60,60

22 191 大長 卓也 三友スポーツマネジメント 76(2),64 栗原 涼

23 215 糸井 真幸 Ｋｅｎ’ｓ　ＩＴＳ 桑島 与明 16,64,75

24 143 (16) 桑島 与明 テニスユニバース 60,16,76(4) 比嘉 明人

25 79 (10) 中山 賢太 マサスポーツシステム 大城 光 67(5),61,63

26 1138 (Q) 大城 光 秀明英光高校 61,RET 大城 光

27 173 向 和彦 アポロコーストＴＣ 向 和彦 64,64

28 533 (LL) 後藤 晶 荏原ＳＳＣ 60,61 大城 光

29 728 (Q) 片谷 祥吾 中央大学 片谷 祥吾 63,46,60

30 200 井門 敬博 ユニバーサルＴＡ 76(4),62 片谷 祥吾

31 448 (Q) 車田 暁 千葉大学 車田 暁 62,63

32 75 (8) 小畑 秀敏 フミヤエース市川ＴＡ 64,76(6) Winner: 綿貫 裕介
33 67 (6) 大塚 真之助 ＦＵＪＩ　ＧＲＯＵＰ 大塚 真之助 62,36,61
34 573 (WC) 松本 賢 慶應義塾大学 61,26,76(4) 大塚 真之助

35 152 渡辺 晃 フォローウインド 穐山 延将 62,61

36 220 穐山 延将 ルネサンス水戸 61,63 宮崎 靖雄

37 203 泉 和宏 オールサムズＴＣ 泉 和宏 63,76(9)

38 353 (LL) 板津 拓真 テニスプロジェクト 62,62 宮崎 靖雄

39 798 (Q) 権 大亮 秀明英光高校 宮崎 靖雄 75,63

40 77 (9) 宮崎 靖雄 フリー 62,61 松尾 友貴

41 134 (14) 志賀 正人 秀明八千代高校 志賀 正人 76(5),60

42 280 (Q) 松田 直也 コナミＳＣ西船橋 60,62 志賀 正人

43 340 (Q) 高橋 隼 ミヤムラテニスセンター 大野 貴央 61,63

44 265 (Q) 大野 貴央 中央大学 62,76(4) 松尾 友貴

45 242 二本松 翔 明治大学 鈴木 康之 46,75,61

46 1679 (Q) 鈴木 康之 ＴＥＡＭ．Ｓ 64,76(0) 松尾 友貴

47 195 掛川 昴 シンズあざみ野テニスチーム 松尾 友貴 60,60

48 40 (4) 松尾 友貴 Ｆテニス 61,60 松尾 友貴

49 52 (5) 森 智広 テニスカレッジやよい台 森 智広 62,67(3),64

50 365 (WC) 西村 惟人 ラ・ポームＴＳ 63,60 森 智広

51 894 (Q) 遠藤 賢 中央大学 遠藤 賢 62,63

52 217 山川 浩平 三友スポーツマネジメント 62,63 森 智広

53 513 (Q) 伊藤 綜汰 マリーン庭球倶楽部 福垣 剛 64,06,64

54 199 福垣 剛 ＭＳＰＡＵＴＯ 06,61,63 角田 祐弥

55 176 鈴木 翔 荏原ＳＳＣ 角田 祐弥 60,62

56 109 (12) 角田 祐弥 東京スポーツ・レクリエーション専門学校 63,64 小山 裕史

57 140 (15) 赤城 純二 京王赤城アカデミー 内山 伸一郎 61,63

58 212 内山 伸一郎 スポーツラーニング 62,46,63 渡邉 翔

59 204 居森 裕人 プロシード 渡邉 翔 64,76(1)

60 166 渡邉 翔 テニスユニバース 60,60 小山 裕史

61 623 (LL) 東 伸泰 大磯ＴＡ 江原 弘剛 64,61

62 323 (Q) 江原 弘剛 ＴＥＮＮＩＳ　ＣＬＵＢ　ＹＯＳＨＩＯＫＡ 60,61 小山 裕史

63 1458 (Q) 長久保 勇太 亜細亜大学 小山 裕史 63,62

64 27 (2) 小山 裕史 ＴＴＣ 63,62 選手立会人：大野 貴央

(1)～(16)：シード順位 　　　　　(WC)：ワイルドカード(主催者推薦）選手 長谷川 智史
(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


