
２０１０　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①～⑯

Ｒａｎｋ Ｓｅｅｄ/Ｓｔ． 名前 所属 Final

1 43 (1) 比嘉 明人 テニスユニバース 比嘉 明人

2 　Ｂｙｅ 比嘉 明人

3 　Ｂｙｅ 森田 浩崇 82

4 1201 (23) 森田 浩崇 慶應義塾大学

5 88 (2) 野上 流星 テニスステーション新潟 野上 流星

6 　Ｂｙｅ 野上 流星

7 江頭 修 ＴＥＡＭ　ＺＥＳＴ 河原 洋 84

8 1320 (30) 河原 洋 防衛医科大学校 82

9 248 (3) 鈴木 康之 ＴＥＡＭ．Ｓ 鈴木 康之

10 　Ｂｙｅ 江本 壮之介

11 1629 高安 一成 Ｃ－ＦＥＴＺ 江本 壮之介 WO

12 1290 (29) 江本 壮之介 亜細亜大学 81

13 524 (4) 山岸 圭太郎 三菱電機 山岸 圭太郎

14 　Ｂｙｅ 阿部 真

15 1590 鈴木 勇児 Ｔ－ＣＲＥＷ 阿部 真 WO

16 1247 (27) 阿部 真 ＢＩＧＯＴ 83

17 602 (5) 磯崎 伸丈 オレンジヒルＴＣ 磯崎 伸丈

18 　Ｂｙｅ 磯崎 伸丈

19 1793 中村 秀晃 フミヤエース市川TA 中村 秀晃 84

20 1240 (25) 藤信 孝徳 Ｔｅｎｓｉｏｎ 83

21 624 (6) 穐山 秀延 エースＴＡ 穐山 秀延

22 　Ｂｙｅ 穐山 秀延

23 2084 関水 勇二 慶應義塾大学 関水 勇二 85

24 1540 (32) 大林 聖 テニスステーション 83

25 664 (7) 鹿嶋 啓介 Ｋｅｎ’ｓ　ＩＴＳ 鹿嶋 啓介

26 　Ｂｙｅ 神戸 優平

27 1590 神戸 優平 ＡＪＴＡ 神戸 優平 84

28 1245 (26) 藤信 秀徳 新豊ＴＣ 86

29 683 (8) 深山 聖陽 東海大学付属浦安高校 深山 聖陽

30 　Ｂｙｅ 深山 聖陽

31 吉田 和史 たちかわＪＴＡ 吉田 和史 85

32 1482 (31) 浜口 恭寿 瀬田ＴＳ 84

33 707 (9) 林 大祐 林屋 林 大祐

34 　Ｂｙｅ 原田 典政

35 　Ｂｙｅ 原田 典政 WO

36 1152 (20) 原田 典政 東京ガス

37 795 (10) 妓津 佳孝 松戸ＴＣ 妓津 佳孝

38 　Ｂｙｅ 上原 孝紀

39 　Ｂｙｅ 上原 孝紀 83

40 1201 (24) 上原 孝紀 美浜ＴＧ

41 830 (11) 千木良 隆 京王赤城アカデミー 千木良 隆

42 　Ｂｙｅ 千木良 隆

43 渡邉 竜平 慶應義塾大学 菊地 弘晶 84

44 1284 (28) 菊地 弘晶 日本アイ・ビー・エム 80

45 872 (12) 松尾 浩史 テニスユニバース 松尾 浩史

46 　Ｂｙｅ 鮫島 範行

47 　Ｂｙｅ 鮫島 範行 85

48 1199 (22) 鮫島 範行 日本アイ・ビー・エム

49 874 (13) 和泉 貴大 クレールＩＴＳ 和泉 貴大

50 　Ｂｙｅ 矢内 英稔

51 　Ｂｙｅ 矢内 英稔 WO

52 1087 (18) 矢内 英稔 大井ファミリー

53 880 (14) 日吉 裕展 エーザイ 日吉 裕展

54 　Ｂｙｅ 日吉 裕展

55 　Ｂｙｅ 五十嵐 貴裕 97

56 1170 (21) 五十嵐 貴裕 真壁ＴＣ

57 950 (15) 蜂谷 翔希 志津ＴＣ 蜂谷 翔希

58 　Ｂｙｅ 蜂谷 翔希

59 　Ｂｙｅ マイケル メンツァー 82

60 1118 (19) マイケル メンツァー たちかわＪＴＡ

61 1029 (16) 佐藤 将朗 Ｔｅａｍ１０４ 佐藤 将朗

62 　Ｂｙｅ 嶋田 壮馬

63 　Ｂｙｅ 嶋田 壮馬 82

64 1082 (17) 嶋田 壮馬 秀明八千代高校

※第２３・２４シードは同順位だったため、抽選にてシード順位を決定しました。
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