
２０１０　アポロコースト 白子オープン ｉｎ スプリング ２０１０．４．１２（MON）～４．１７（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) 渡辺 輝史 荏原ＳＳＣ 渡辺 輝史

2 788 (Q) 島田 豊 ＳＣルネサンス幕張 61,61 渡辺 輝史

3 1214 (Q) 親松 直人 秀明英光高校 親松 直人 60,61

4 309 市川 和俊 ＣＡＳＳ　ＩＴＣ 64,62 渡辺 輝史

5 1060 (Q) 橋場 涼 サムライテニス 橋場 涼 60,60

6 376 加藤 一成 ＩＢＴＡ個人会員 60,60 橋場 涼

7 451 鹿嶋 啓介 Ｋｅｎ’ｓ　ＩＴＳ 井門 敬博 WO

8 175 (13) 井門 敬博 ユニバーサルＴＡ 61,61 渡辺 輝史

9 157 (9) 宇井 啓 ナスパＴＡ 中村 修 60,60

10 648 (Q) 中村 修 オークランドＴＣ WO 田島 義大

11 942 (Q) 伊藤 陸 京王赤城アカデミー 田島 義大 60,63

12 622 (WC) 田島 義大 地球環境高等学校 76(5),60 田島 義大

13 320 (Q) 生駒 雄次 東京スポーツ・レクリエーション専門学校 天野 雄太 75,61

14 (Q) 天野 雄太 Ｆテニス 63,76(3) 岩本 翔平

15 442 都築 康浩 テニスユニバース 岩本 翔平 75,76(6)

16 148 (8) 岩本 翔平 Ｋｅｎ’ｓ　ＩＴＳ 千葉 60,61 渡辺 輝史

17 109 (4) 月村 隼人 中央大学 月村 隼人 26,63,64

18 517 平山 勇人 横浜テニスカレッジ 64,62 月村 隼人

19 435 権 大亮 秀明英光高校 権 大亮 61,63

20 384 山崎 融 ＫＩＴＣ 40,RET 月村 隼人

21 1342 (Q) 鮫島 範行 日本アイ・ビー・エム 大塚 陽平 46,61,61

22 425 大塚 陽平 ルーデンスＴＣ WO 大塚 陽平

23 2130 (WC) 小林 一 アポロコーストＴＣ 穐山 延将 36,75,75

24 217 (15) 穐山 延将 ルネサンス水戸 61,61 月村 隼人

25 162 (10) 泉 和宏 オールサムズＴＣ 泉 和宏 61,61

26 476 石崎 伸也 ルネサンス港南台 61,61 泉 和宏

27 414 樋渡 賢太 フミヤエース市川ＴＡ 樋渡 賢太 63,64

28 478 栗原 広行 美浜ＴＧ 62,61 泉 和宏

29 321 浅野 翔太 法政大学 浅野 翔太 61,46,76(1)

30 1439 (WC) 河野 陽介 ＦＴＣ 60,61 小堺 遠馬

31 289 小堺 遠馬 秀明英光高校 小堺 遠馬 64,36,60

32 122 (5) 柴田 貴之 美浜ＴＧ WO Winner: 渡辺 輝史
33 137 (6) 伊藤 澪央 京王赤城アカデミー 伊藤 澪央 76(2),42,RET
34 361 三好 幸輝 タウンテニス大泉学園 62,61 伊藤 澪央

35 (Q) 平元 和也 ノグチＴＳ小山 下道 敬太 63,64

36 415 下道 敬太 法政大学 64,63 向 和彦

37 501 一藤木 良平 旭ＴＣ 一藤木 良平 67(4),62,62

38 (Q) 東郷 雅人 東京成徳大学 60,60 向 和彦

39 1156 (LL) 石川 幸治 エースＴＡ 向 和彦 26,64,61

40 165 (11) 向 和彦 アポロコーストＴＣ 61,60 一藤木 貴大

41 179 (14) 大長 卓也 三友スポーツマネジメント 磯辺 孝太郎 63,63

42 325 磯辺 孝太郎 ㈱アートスポーツ 61,60 大城 光

43 369 大城 光 秀明英光高校 大城 光 62,63

44 542 (Q) 笹本 浩 セントラルスポーツ 60,61 一藤木 貴大

45 506 秋本 伸久 東海大学 秋本 伸久 62,60

46 1439 (LL) 鈴木 光明 月島もんじゃみっちゃき 60,61 一藤木 貴大

47 244 松田 直也 コナミＳＣ西船橋 一藤木 貴大 60,60

48 104 (3) 一藤木 貴大 たちかわＪＴＡ 60,60 一藤木 貴大

49 139 (7) 赤城 純二 京王赤城アカデミー 大橋 諒介 63,60

50 254 大橋 諒介 法政大学 61,63 大橋 諒介

51 911 (WC) 中村 秀貴 フミヤエース市川ＴＡ 中村 秀貴 60,63

52 1643 (Q) 鳴海 碧理 Ｆテニス 60,63 大橋 諒介

53 1218 (LL) 妓津 佳孝 松戸ＴＣ 小川 敦史 60,60

54 261 小川 敦史 ジェクサー 60,61 増尾 優太郎

55 456 尾形 浩平 緑ケ丘ＴＧ 増尾 優太郎 62,62

56 171 (12) 増尾 優太郎 ＴＴＣ WO 喜多 元明

57 219 (16) 糸井 真幸 Ｋｅｎ’ｓ　ＩＴＳ 石井 開 75,75

58 742 (Q) 石井 開 コートピア大泉ＴＣ 61,62 石井 開

59 1298 (Q) 菊地 弘晶 日本アイ・ビー・エム 両者ＮＳ WO

60 1201 (Q) 日吉 裕展 エーザイ 喜多 元明

61 305 阿部 祐士 セサミ大船 喜多 元明 62,62

62 410 喜多 元明 Ｆテニス WO 喜多 元明

63 371 根本 尚輝 Ｔｅａｍ　ＭＡＴＳ 湯原 雅人 63,63

64 96 (2) 湯原 雅人 Ｆテニス 62,60

選手立会人：下道 敬太
(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） 天野 雄太
(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


