
２０１０　アポロコースト 白子オープン ｉｎ サマー ２０１０．６．２１（MON）～６．２６（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 75 (1) 湯原 雅人 Ｆテニス 湯原 雅人

2 266 丸山 隆一 九州国際ＴＣ 60,61 湯原 雅人

3 220 水口 正矢 三友スポーツマネジメント 権 大亮 62,62

4 261 権 大亮 秀明英光高校 60,64 湯原 雅人

5 1462 (WC) 小林 一 アポロコーストＴＣ 小林 一 62,75

6 352 加藤 一成 ＩＢＴＡ個人会員 60,60 小林 一真

7 1686 (LL) 小林 一真 法政大学 小林 一真 61,61

8 206 (14) 鈴木 烈 京浜クラブ 36,75,64 湯原 雅人

9 192 (11) 大長 卓也 三友スポーツマネジメント 板津 拓真 26,75,61

10 298 板津 拓真 テニスプロジェクト 76(5),30RET 板津 拓真

11 386 (A) 秋本 伸久 フミヤエース市川ＴＡ 秋本 伸久 60,62

12 224 斉藤 慶 インスピリッツＴＣ 60,61 向 和彦

13 (Q) 清水 陽一 日本大学 清水 陽一 60,61

14 1254 (WC) 河野 陽介 ＦＴＣ 60,62 向 和彦

15 216 竹内 洋平 武蔵工業大学 向 和彦 57,75,60

16 172 (7) 向 和彦 アポロコーストＴＣ 62,64 近藤 大基

17 117 (4) 栗原 和哉 ルネサンス天王町 栗原 和哉 62,64

18 360 佐藤 彰洋 キヤノン 60,60 藤野 誠

19 311 藤野 誠 テニスユニバース 藤野 誠 46,61,RET

20 769 (LL) 親松 直人 秀明英光高校 60,64 土居 諒太

21 783 (Q) 本藤 優 荏原ＳＳＣ 本藤 優 61,61

22 349 平田 真幸 セサミＴＳ 61,61 土居 諒太

23 286 生駒 雄次 東京スポーツ・レクリエーション専門学校 土居 諒太 63,62

24 198 (13) 土居 諒太 亜細亜大学 62,61 近藤 大基

25 187 (9) 内山 伸一郎 スポーツラーニング 内山 伸一郎 64,76(10)

26 1266 (Q) 鈴木 尚之 荏原ＳＳＣ 06,62,60 風早 一樹

27 958 (Q) 風早 一樹 亜細亜大学 風早 一樹 62,61

28 759 (WC) 山外 直輝 志津ＴＣ 60,75 近藤 大基

29 1701 (Q) 山田 祐太朗 慶應義塾大学 山田 祐太朗 57,62,64

30 343 山崎 融 ＫＩＴＣ 60,61 近藤 大基

31 442 (Q) 近藤 大基 荏原ＳＳＣ 近藤 大基 60,60

32 129 (5) 高梨 祐宏 法政大学 62,63 Winner: 月村 隼人
33 174 (8) ヘルナンデス 匠 荏原ＳＳＣ ヘルナンデス 匠 63,61
34 967 (Q) 賀川 雄太 亜細亜大学 75,63 ヘルナンデス 匠

35 (Q) 千葉 新也 藤沢翔陵高校 千葉 新也 46,62,64

36 350 三好 幸輝 タウンテニス大泉学園 60,62 鈴木 大介

37 356 下道 敬太 法政大学 鈴木 大介 36,76(5),62

38 1455 (Q) 鈴木 大介 東海大学菅生高校 61,61 鈴木 大介

39 260 進藤 真吾 コートピア大泉ＴＣ 八角 慧次郎 64,64

40 197 (12) 八角 慧次郎 上武大学 60,61 月村 隼人

41 211 (15) 小川 敦史 ジェクサー 小川 敦史 63,61

42 474 (A) 船田 計 ＳＤＴＣ 61,62 綿貫 友哉

43 (Q) 綿貫 友哉 東海大学菅生高校 綿貫 友哉 61,75

44 1701 (WC) 嶋田 壮馬 秀明八千代高校 63,64 月村 隼人

45 354 鈴木 康之 ＴＥＡＭ．Ｓ 神谷 涼太 62,75

46 571 (Q) 神谷 涼太 フミヤエ－ス市川ＴＡ 61,61 月村 隼人

47 246 愛甲 良太 西武ドームテニスコート 月村 隼人 61,62

48 113 (3) 月村 隼人 中央大学 60,60 月村 隼人

49 171 (6)(WC) 泉 和宏 オールサムズＴＣ 泉 和宏 62,06,62

50 1231 (Q) 平林 智弥 早稲田大学 62,75 和田 恵知

51 303 車田 暁 千葉大学 和田 恵知 62,76(8)

52 222 和田 恵知 トマトＴＣ 61,64 若松 哲哉

53 293 (Q) 若松 哲哉 葉山ＴＣ 若松 哲哉 75,62

54 (Q) 小杉 周平 慶應義塾大学 60,62 若松 哲哉

55 1562 (Q) 野原 鴻 専修大学 野原 鴻 61,60

56 188 (10) 黒田 純一 朝霞グリーンＴＣ 64,64 若松 哲哉

57 215 (16) 守本 光伸 ＴＰＬトレクティスラボ 次山 拳生 63,61

58 1455 (Q) 次山 拳生 東海大学菅生高校 61,60 次山 拳生

59 233 笠原 由麻 大磯ＴＡ 笠原 由麻 61,75

60 362 篠原 宏 山梨県庁ＴＣ 62,63 次山 拳生

61 357 原田 明広 テニスユニバース 長谷川 智史 62,61

62 1204 (WC) 長谷川 智史 アポロコーストＴＣ 61,61 長谷川 智史

63 267 伊藤 祐樹 法政大学 小畑 秀敏 WO

64 88 (2) 小畑 秀敏 フミヤエース市川ＴＡ 63,75

選手立会人：鈴木 大介
(1)～(16)：シード順位 　　　　　　　　　　　(WC)：ワイルドカード(主催者推薦）選手

(Q)：予選勝者 　　　　　　　　　　　(LL)：予選敗者繰り上がり（ﾗｯｷｰﾙｰｻﾞｰ） 鈴木 尚之
(A)：補欠または予選から本戦への繰り上り（ｱﾙﾀﾈｲﾄ）

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


