
２０１０　アポロコースト 白子オープン ｉｎ ウインター ２０１０．１１．２９（MON）～１２．４（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 38 (1) 小山 裕史 ＴＴＣ 小山 裕史

2 683 (Q) 深山 聖陽 東海大学付属浦安高校 61,61 小山 裕史

3 225 大長 卓也 三友スポーツマネジメント 大長 卓也 60,61

4 355 三好 幸輝 タウンテニス大泉学園 61,46,63 小山 裕史

5 385 石崎 伸也 ＩＺＵＭＩ　ＴＥＮＮＩＳ　ＣＬＵＢ 河野 陽介 62,62

6 1118 (WC) 河野 陽介 ＦＴＣ 57,64,76(4) 井門 敬博

7 285 伊藤 誠治 ルネサンス熊本 井門 敬博 WO

8 159 (16) 井門 敬博 ユニバーサルＴＡ 60,60 小山 裕史

9 135 (11) 柴田 貴之 美浜ＴＧ 柴田 貴之 75,75

10 167 熊谷 北斗 相模原インドアＴＳ 62,40RET 山川 竜真

11 174 山川 竜真 荏原ＳＳＣ 山川 竜真 62,63

12 624 (Q) 穐山 秀延 エースＴＡ 60,12RET 向 和彦

13 830 (Q) 千木良 隆 京王赤城アカデミー 糸井 真幸 62,62

14 260 糸井 真幸 Ｋｅｎ’ｓ　ＩＴＳ 63,36,62 向 和彦

15 343 向 和彦 アポロコーストＴＣ 向 和彦 62,60

16 122 (7) 花木 俊介 アップルＴＣ 60,61 小山 裕史

17 62 (4) 湯原 雅人 Ｆテニス 湯原 雅人 76(3),75

18 393 秋庭 洋史 スウェーデンテニスカレッジ 63,60 湯原 雅人

19 203 笠原 由麻 大磯ＴＡ 嶋田 壮馬 63,61

20 1082 (Q) 嶋田 壮馬 秀明八千代高校 63,46,62 湯原 雅人

21 401 樋渡 賢太 フミヤエース市川ＴＡ 樋渡 賢太 46,63,61

22 747 (WC) 杉橋 三広 ＴＥＮＮＩＳ　ＦＯＯＬ　ＡＣＡＤＥＭＹ 62,63 小堺 遠馬

23 342 栗原 広行 美浜ＴＧ 小堺 遠馬 64,76(4)

24 148 (13) 小堺 遠馬 秀明英光高校 62,60 蜂谷 翔希

25 147 (12) 永沼 和也 荏原ＳＳＣ 永沼 和也 61,62

26 239 穐山 延将 ルネサンス水戸 61,26,76(5) 蜂谷 翔希

27 1793 (LL) 中村 秀晃 フミヤエース市川TA 蜂谷 翔希 64,61

28 950 (Q) 蜂谷 翔希 志津ＴＣ 60,60 蜂谷 翔希

29 1029 (LL) 佐藤 将朗 Ｔｅａｍ１０４ 松井 健一 60,63

30 169 松井 健一 Ｍ-ｓｐｏｒｔｓ 60,60 中村 秀貴

31 187 中村 秀貴 フミヤエース市川TA 中村 秀貴 64,41RET

32 104 (6) 小畑 秀敏 フミヤエース市川ＴＡ 67(5),62,52RET Winner: 小山 裕史
33 126 (8) 喜多 元明 Ｆテニス 喜多 元明 43RET
34 711 (WC) 山川 浩平 三友スポーツマネジメント 61,60 喜多 元明

35 198 守本 光伸 ＴＰＬトレクティスラボ 守本 光伸 62,64

36 249 板津 拓真 テニスプロジェクト 75,61 泉 和宏

37 1087 (Q) 矢内 英稔 大井ファミリー 矢内 英稔 76(1),64

38 1152 (Q) 原田 典政 東京ガス 62,61 泉 和宏

39 338 秋本 伸久 フミヤエース市川TA 泉 和宏 60,60

40 132 (10) 泉 和宏 オールサムズＴＣ 61,62 一藤木 貴大

41 151 (15) 大城 光 秀明英光高校 大城 光 62,60

42 220 斉藤 慶 インスピリッツＴＣ 60,61 大城 光

43 (LL) 江頭 修 ＴＥＡＭ　ＺＥＳＴ 阿部 真 10RET

44 1247 (Q) 阿部 真 ＢＩＧＯＴ 63,62 一藤木 貴大

45 250 林 大智 ＳＯＬ　Ｔｅｎｎｉｓ　Ｃｏｌｌｅｇｅ 林 大智 63,63

46 330 大塚 陽平 秀明英光高校 61,75 一藤木 貴大

47 1590 (Q) 神戸 優平 ＡＪＴＡ 一藤木 貴大 62,62

48 58 (3) 一藤木 貴大 たちかわＪＴＡ 60,61 一藤木 貴大

49 88 (5)(Q) 野上 流星 テニスステーション新潟 八角 慧次郎 61,62

50 202 八角 慧次郎 上武大学 63,76(5) 八角 慧次郎

51 302 大友 優馬 パーム・インターナショナルＴＡ 大友 優馬 75,63

52 1290 (Q) 江本 壮之介 亜細亜大学 62,64 八角 慧次郎

53 (WC) 月村 拓馬 フミヤエース市川ＴＡ 月村 拓馬 64,26,61

54 267 根本 尚輝 ＺＥＰＨＹＲ 63,62 掛川 昴

55 587 鳴海 碧理 秀明英光高校 掛川 昴 57,76(4),61

56 129 (9) 掛川 昴 シンズあざみ野テニスチーム 62,63 比嘉 明人

57 150 (14) 渡辺 晃 フォローウインド 矢野 洋 76(6),36,64

58 332 矢野 洋 亜細亜大学 60,61 矢野 洋

59 224 小川 敦史 ジェクサー 中尾 礼文 60,60

60 499 中尾 礼文 ユニバーサルＴＡ 64,64 比嘉 明人

61 507 (WC) 平山 勇人 横浜テニスカレッジ 平山 勇人 61,63

62 1201 (Q) 上原 孝紀 美浜ＴＧ 76(4),75 比嘉 明人

63 778 (WC) 長谷川 智史 アポロコーストＴＣ 比嘉 明人 62,61

64 43 (2)(Q) 比嘉 明人 テニスユニバース 60,60

選手立会人：神戸 優平
(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） 江本 壮之介
(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


