
２０１０　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①～⑧

Ｒａｎｋ Ｓｅｅｄ/Ｓｔ． 名前 所属 Semifinals Final

1 401 (1) 秋本 伸久 東海大学 本戦へ

2 　Ｂｙｅ 日吉 裕展

3 1108 鈴木 光明 月島もんじゃみっちゃき 日吉 裕展

4 982 日吉 裕展 エーザイ 81 平林 智弥

5 1215 平林 智弥 早稲田大学 平林 智弥 86

6 　Ｂｙｅ 平林 智弥

7 　Ｂｙｅ 中尾 礼文 WO

8 677 (20) 中尾 礼文 ユニバーサルＴＡ

9 405 (2) 船田 計 ＳＤＴＣ 本戦へ

10 　Ｂｙｅ 鈴木 大介

11 1085 北条 英樹 日本アイ・ビー・エム 鈴木 大介

12 1426 鈴木 大介 東海大学菅生高校 80 鈴木 大介

13 1494 東郷 雅人 東京成徳大学 東郷 雅人 80

14 　Ｂｙｅ 深山 聖陽

15 　Ｂｙｅ 深山 聖陽 WO

16 805 (27) 深山 聖陽 東海大学付属浦安高校

17 406 (3) 吉川 雅修 ＴＥＮＮＩＳ　ＳＵＮＲＩＳＥ 吉川 雅修

18 　Ｂｙｅ 綿貫 友哉

19 綿貫 友哉 東海大学菅生高校 綿貫 友哉 80

20 小林 健人 グローバル　プロテニス　アカデミー 80 綿貫 友哉

21 1255 古橋 保孝 千葉県庁硬式テニス部 古橋 保孝 84

22 　Ｂｙｅ 及川 生来

23 　Ｂｙｅ 及川 生来 80

24 774 (25) 及川 生来 荏原ＳＳＣ

25 421 (4) 田島 義大 地球環境高校 田島 義大

26 　Ｂｙｅ 松尾 浩史

27 　Ｂｙｅ 松尾 浩史 WO

28 1429 松尾 浩史 テニスユニバース 本藤 優

29 1086 今井 敏之 千葉県テニス協会個人会員 磯部 夏野登 82

30 1274 磯部 夏野登 フミヤエース市川ＴＡ WO 本藤 優

31 　Ｂｙｅ 本藤 優 82

32 771 (24) 本藤 優 荏原ＳＳＣ

33 425 (5) 石崎 伸也 ＩＺＵＭＩ　ＴＥＮＮＩＳ　ＣＬＵＢ 石崎 伸也

34 　Ｂｙｅ 石崎 伸也

35 　Ｂｙｅ 宮本 貴章 WO

36 宮本 貴章 フリー 小杉 周平

37 小杉 周平 慶應義塾大学 小杉 周平 83

38 　Ｂｙｅ 小杉 周平

39 　Ｂｙｅ 中村 秀貴 84

40 702 (21) 中村 秀貴 フミヤエース市川TA

41 429 (6) 尾形 浩平 緑ケ丘ＴＧ 尾形 浩平

42 　Ｂｙｅ 尾形 浩平

43 　Ｂｙｅ 江本 壮之介 WO

44 1494 江本 壮之介 亜細亜大学 次山 拳生

45 1426 次山 拳生 東海大学菅生高校 次山 拳生 80

46 新井 隆太郎 東海大学菅生高校 86 次山 拳生

47 　Ｂｙｅ 長谷 崇史 81

48 852 (29) 長谷 崇史 松戸ＴＣ

49 437 (7) 近藤 大基 荏原ＳＳＣ 近藤 大基

50 　Ｂｙｅ 近藤 大基

51 　Ｂｙｅ 立花 光 82

52 1521 立花 光 秀明英光高校 近藤 大基

53 1760 小林 一真 法政大学 小林 一真 81

54 　Ｂｙｅ 小林 一真

55 　Ｂｙｅ 杉橋 三広 81

56 904 (32) 杉橋 三広 ＴＥＮＮＩＳ　ＦＯＯＬ　ＡＣＡＤＥＭＹ

57 440 (8) 鹿嶋 啓介 Ｋｅｎ'ｓ　ＩＴＳ 鹿嶋 啓介

58 　Ｂｙｅ 鹿嶋 啓介

59 969 田之上 晴樹 日本工学院八王子専門学校 田之上 晴樹 86

60 1728 永井 善丈 日本工学院八王子専門学校 82 清水 陽一

61 清水 陽一 日本大学 清水 陽一 82

62 　Ｂｙｅ 清水 陽一

63 　Ｂｙｅ 島田 豊 85

64 718 (22) 島田 豊 ＳＣルネサンス幕張
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２０１０　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⑨～⑯

Ｒａｎｋ Ｓｅｅｄ/Ｓｔ． 名前 所属 Semifinals Final

65 455 (9) 佐々 政洋 ＪＩＴＣ 佐々 政洋

66 　Ｂｙｅ 千葉 新也

67 難波 晧平 荏原ＳＳＣ 千葉 新也 84

68 千葉 新也 藤沢翔陵高校 86 千葉 新也

69 1521 高橋 徳之介 荏原ＳＳＣ 高橋 徳之介 84

70 　Ｂｙｅ 高橋 徳之介

71 　Ｂｙｅ 尾形 圭 97

72 660 (19) 尾形 圭 ＩＴＳ　ベルズ

73 465 (10) 樋渡 賢太 フミヤエース市川ＴＡ 樋渡 賢太

74 　Ｂｙｅ 若松 哲哉

75 1829 長濱 勇太 日本工学院八王子専門学校 若松 哲哉 83

76 1006 若松 哲哉 葉山ＴＣ 80 若松 哲哉

77 1004 小坂 剛史 東京消防庁 小坂 剛史 80

78 　Ｂｙｅ 親松 直人

79 　Ｂｙｅ 親松 直人 85

80 858 (30) 親松 直人 秀明英光高校

81 480 (11) 入谷 涼太 ＭＩＴＣ 入谷 涼太

82 　Ｂｙｅ 野原 鴻

83 　Ｂｙｅ 野原 鴻 80

84 1521 野原 鴻 専修大学 野原 鴻

85 906 高城 雄大 横浜国立大学 両者ＮＳ 98(3)

86 1127 竹口 裕人 亜細亜大学 東 伸泰

87 　Ｂｙｅ 東 伸泰 WO

88 583 (17) 東 伸泰 大磯ＴＡ

89 508 (12) 坂口 雄大 ユニバーサルＴＡ 坂口 雄大

90 　Ｂｙｅ 風早 一樹

91 1274 天野 雄太 Ｆテニス 風早 一樹 84

92 985 風早 一樹 亜細亜大学 83 風早 一樹

93 江見 奨 上智大学 江見 奨 82

94 　Ｂｙｅ 江見 奨

95 　Ｂｙｅ 吉田 幸夫 WO

96 647 (18) 吉田 幸夫 めん王

97 512 (13) 平山 勇人 横浜テニスカレッジ 平山 勇人

98 　Ｂｙｅ 賀川 雄太

99 　Ｂｙｅ 賀川 雄太 82

100 957 賀川 雄太 亜細亜大学 賀川 雄太

101 1172 鮫島 範行 日本アイ・ビー・エム 鮫島 範行 80

102 　Ｂｙｅ 赤須 喜一郎

103 　Ｂｙｅ 赤須 喜一郎 WO

104 767 (23) 赤須 喜一郎 日立ＩＣＳ

105 517 (14) 勢司 英生 緑ヶ丘ＴＧ 勢司 英生

106 　Ｂｙｅ 鈴木 尚之

107 1061 池田 将太 ＶＯＸ．ＴＣ 鈴木 尚之 81

108 1251 鈴木 尚之 荏原ＳＳＣ WO 鈴木 尚之

109 1042 浜口 恭寿 瀬田ＴＳ 浜口 恭寿 84

110 　Ｂｙｅ 飯田 隆雅

111 　Ｂｙｅ 飯田 隆雅 81

112 800 (26) 飯田 隆雅 法政大学

113 558 (15) 中村 修 オークランドＴＣ 中村 修

114 　Ｂｙｅ 関谷 颯汰

115 1274 関谷 颯汰 荏原ＳＳＣ 関谷 颯汰 WO

116 1096 小島 頌 オールサムズＴＣ 86 山田 祐太朗

117 山田 祐太朗 慶應義塾大学 山田 祐太朗 82

118 　Ｂｙｅ 山田 祐太朗

119 　Ｂｙｅ 新津 勇人 98(6)

120 826 (28) 新津 勇人 亜細亜大学

121 561 (16) 神谷 涼太 フミヤエ－ス市川ＴＡ 神谷 涼太

122 　Ｂｙｅ 神谷 涼太

123 　Ｂｙｅ 細沼 範彰 85

124 細沼 範彰 東海大学菅生高校 神谷 涼太

125 1751 太田 晴海 Ｋ－ＴＥＮＮＩＳ　ＴＲＡＩＮＩＮＧ 佐野 洋佑 81

126 1521 佐野 洋佑 荏原ＳＳＣ 81 佐野 洋佑

127 　Ｂｙｅ 妓津 佳孝 80

128 862 (31) 妓津 佳孝 松戸ＴＣ
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