
２００９　アポロコースト 白子オープン ｉｎ ウインター
男子シングルス予選①～⑧

Ｒａｎｋ Ｓｅｅｄ/Ｓｔ． 名前 所属 Semifinals Final

1 263 (1) 大野 貴央 中央大学 大野 貴央

2 　Ｂｙｅ 大野 貴央

3 2094 大島 恵介 慶應義塾大学 池田 茂樹 84

4 1039 池田 茂樹 横浜テニスカレッジ 85 大野 貴央

5 1648 新井 直孝 Ｒ２４６ 新井 直孝 84

6 梅澤 郁也 志津ＴＣ 81 鹿嶋 啓介

7 　Ｂｙｅ 鹿嶋 啓介 82

8 434 (22) 鹿嶋 啓介 Ｋｅｎ’ｓ　ＩＴＳ

9 274 (2) 松田 直也 コナミＳＣ西船橋 松田 直也

10 　Ｂｙｅ 松田 直也

11 1134 長谷 崇史 松戸ＴＣ 降矢 大悟 98(4)

12 1942 降矢 大悟 テニスユニバース WO 松田 直也

13 1925 矢野 直敬 末安ＴＡ 村上 直也 83

14 村上 直也 慶應義塾大学 80 小川 敦史

15 　Ｂｙｅ 小川 敦史 84

16 416 (20) 小川 敦史 ジェクサー

17 275 (3) 斉藤 慶 インスピリッツＴＣ 斉藤 慶

18 　Ｂｙｅ 東 伸泰

19 1913 磯崎 伸丈 オレンジヒルＴＣ 東 伸泰 WO

20 617 東 伸泰 大磯ＴＡ 84 片谷 祥吾

21 662 矢崎 織 上武大学 片谷 祥吾 84

22 715 片谷 祥吾 中央大学 84 片谷 祥吾

23 　Ｂｙｅ 小林 正徳 82

24 495 (26) 小林 正徳 ｍｙｔｅｎｎｉｓ．ｊｐ

25 285 (4) 進藤 真吾 コートピア大泉ＴＣ 進藤 真吾

26 　Ｂｙｅ 尾形 和隆

27 1133 尾形 和隆 Ｒ－ＰＲＯＪＥＣＴ 尾形 和隆 WO

28 1091 原田 典政 山口ＴＣ 80 栗原 涼

29 2204 山口 徹 日本工学院八王子専門学校 栗原 涼 83

30 621 栗原 涼 東京スポーツ・レクリエーション専門学校 82 栗原 涼

31 　Ｂｙｅ 大西 有隆 WO

32 394 (18) 大西 有隆 プロ・フリー

33 287 (5) 篠原 宏 山梨県庁ＴＣ 篠原 宏

34 　Ｂｙｅ 大友 優馬

35 1463 大友 優馬 ＰＩＴＡ 大友 優馬 WO

36 1119 島田 豊 ＳＣルネサンス幕張 80 一藤木 良平

37 1427 福本 龍馬 中央大学 一藤木 良平 83

38 805 一藤木 良平 旭ＴＣ 83 一藤木 良平

39 　Ｂｙｅ 吉川 雅修 81

40 442 (23) 吉川 雅修 ＺＥＳＴ ｔｅｎｎｉｓ ｃｌｕｂ

41 297 (6) 小林 功実 日本大学 小林 功実

42 　Ｂｙｅ 権 大亮

43 1602 河野 陽介 ＦＴＣ 権 大亮 81

44 1770 権 大亮 秀明英光高校 84 権 大亮

45 1415 花村 達也 日本アイ・ビー・エム 後藤 晶 83

46 670 後藤 晶 荏原ＳＳＣ 82 後藤 晶

47 　Ｂｙｅ 加藤 一成 82

48 428 (21) 加藤 一成 茨城県テニス協会

49 303 (7) 佐藤 彰洋 キヤノン 佐藤 彰洋

50 　Ｂｙｅ 佐藤 将朗

51 1078 佐藤 将朗 Ｔｅａｍ１０４ 佐藤 将朗 84

52 697 水内 智史 杉並テニススポット 81 鈴木 康之

53 1925 鈴木 康之 ＴＥＡＭ．Ｓ 鈴木 康之 82

54 1902 町田 兆至 ＪＳＳテニスクラブ武蔵野 98(6) 鈴木 康之

55 　Ｂｙｅ 都築 康浩 81

56 481 (25) 都築 康浩 テニスユニバース

57 307 (8) 永沼 和也 荏原ＳＳＣ 永沼 和也

58 　Ｂｙｅ 遠藤 賢

59 永井 善丈 日本工学院 遠藤 賢 84

60 882 遠藤 賢 中央大学 80 遠藤 賢

61 1925 阿部 翔平 ＴＴＣ 小林 賢悟 85

62 815 小林 賢悟 東京スポーツ・レクリエーション専門学校 WO 竹内 洋平

63 2094 小林 祥雄 Ｔ－ＣＲＥＷ 竹内 洋平 80

64 522 (31) 竹内 洋平 武蔵工業大学 80
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２００９　アポロコースト 白子オープン ｉｎ ウインター
男子シングルス予選⑨～⑯

Ｒａｎｋ Ｓｅｅｄ/Ｓｔ． 名前 所属 Semifinals Final

65 322 (9) 藤井 健次郎 ＵＢＥ７２　ＴＣ 藤井 健次郎

66 　Ｂｙｅ 藤井 健次郎

67 2285 森嶋 修 亜細亜大学 森嶋 修 97

68 和泉 貴大 クレールＩＴＳ 80 伊藤 綜汰

69 1026 及川 貴哉 東京スポーツ・レクリエーション専門学校 田之上 晴樹 98(8)

70 1938 田之上 晴樹 日本工学院八王子専門学校 84 伊藤 綜汰

71 556 伊藤 綜汰 マリーン庭球倶楽部 伊藤 綜汰 81

72 553 (32) 栗原 広行 美浜ＴＧ 98(8)

73 331 (10) 追川 大輔 ユニバーサルＴＡ 追川 大輔

74 　Ｂｙｅ 前澤 成享

75 635 前澤 成享 亜細亜大学 前澤 成享 97

76 847 入谷 涼太 ＭＩＴＣ 83 前澤 成享

77 772 古舘 拓也 ＳＯＬ Ｔ．Ｃｏ 鈴木 龍 82

78 2285 鈴木 龍 千葉大学 WO 鈴木 龍

79 1355 日吉 裕展 エーザイ 笹本 浩 80

80 520 (30) 笹本 浩 セントラルスポーツ WO

81 334 (11) 江原 弘剛 ＴＥＮＮＩＳ　ＣＬＵＢ　ＹＯＳＨＩＯＫＡ 江原 弘剛

82 　Ｂｙｅ 江原 弘剛

83 1913 高野 健一 フミヤエース市川ＴＡ 石崎 伸也 83

84 572 石崎 伸也 ルネサンス港南台 WO 江原 弘剛

85 寺田 好秀 慶應義塾大学 寺田 好秀 86

86 1060 五十嵐 貴裕 真壁ＴＣ 97 神戸 優平

87 1451 妓津 佳孝 松戸ＴＣ 神戸 優平 81

88 518 (29) 神戸 優平 AJTA 86

89 351 (12) 板津 拓真 テニスプロジェクト 板津 拓真

90 　Ｂｙｅ 板津 拓真

91 永田 修一 フリー 永田 修一 97

92 626 伊藤 誠治 ルネサンス熊本 80 車田 暁

93 2285 伊藤 廉 日本工学院八王子専門学校 伊藤 廉 85

94 2204 北村 大地 日本工学院八王子専門学校 84 車田 暁

95 　Ｂｙｅ 車田 暁 82

96 374 (17) 車田 暁 千葉大学

97 366 (13) 古田 剛司 ミヤムラテニスセンター 古田 剛司

98 　Ｂｙｅ 橋場 涼

99 1280 橋場 涼 サムライテニス 橋場 涼 81

100 1041 田巻 信吾 ＶＯＴＡ 81 橋場 涼

101 1193 菊地 弘晶 日本アイ・ビー・エム 坂口 雄大 82

102 1199 坂口 雄大 ユニバーサルＴＡ 82 坂口 雄大

103 　Ｂｙｅ 三好 幸輝 81

104 400 (19) 三好 幸輝 タウンテニス大泉学園

105 367 (14) 生駒 雄次 東京スポーツ・レクリエーション専門学校 生駒 雄次

106 　Ｂｙｅ 生駒 雄次

107 浅野 仁司 フリー 浅野 仁司 80

108 川口 雄之亮 千葉大学 84 長久保 勇太

109 1442 長久保 勇太 亜細亜大学 長久保 勇太 80

110 山口 雅士 日本工学院 80 長久保 勇太

111 上原 孝紀 美浜ＴＧ 長谷部 良浩 83

112 498 (27) 長谷部 良浩 爆ＴＣ 85

113 368 (15) 高橋 隼 ミヤムラテニスセンター 高橋 隼

114 　Ｂｙｅ 高橋 隼

115 824 浜口 恭寿 瀬田ＴＳ 内海 章紀 84

116 723 内海 章紀 インシーＴＣ 82 高橋 隼

117 775 山川 竜真 荏原ＳＳＣ 山川 竜真 86

118 1741 鈴木 勇児 Ｔ－ＣＲＥＷ 83 菅野 孝之

119 2204 菅野 孝之 武蔵野テニスシティー 菅野 孝之 83

120 515 (28) 小杉 周平 慶應義塾大学 83

121 370 (16) 根本 尚輝 Ｔｅａｍ　ＭＡＴＳ 根本 尚輝

122 　Ｂｙｅ 大城 光

123 1136 大城 光 秀明英光高校 大城 光 80

124 654 神谷 涼太 フミヤエ－ス市川ＴＡ 82 大城 光

125 1433 鮫島 範行 日本アイ・ビー・エム 宮城 志有人 80

126 1942 宮城 志有人 成蹊大学 82 宮城 志有人

127 　Ｂｙｅ 佐々 政洋 83

128 469 (24) 佐々 政洋 ＪＩＴＣ
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