
２０１１　アポロコースト 白子オープン ｉｎ サマー ２０１１．６．２０（MON）～６．２５（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 30 (1) 小山 裕史 ＴＴＣ 小山 裕史

2 (Q) 松本 太一 サムライテニス 62,61 小山 裕史

3 571 (Q) 東 伸泰 大磯ＴＡ 東 伸泰 61,63

4 445 須藤 泰弘 慶應義塾大学 64,63 小山 裕史

5 277 坂牧 一真 エリスＴＣ 岩本 翔平 63,64

6 248 岩本 翔平 Ｋｅｎ’ｓ　ＩＴＳ 千葉 36,62,64 岩本 翔平

7 240 三井 航 チームＺＩＰ 三井 航 60,61

8 185 (15) 大長 卓也 三友スポーツマネジメント 62,62 小山 裕史

9 167 (11) 笠原 由麻 大磯ＴＡ 笠原 由麻 62,63

10 319 中尾 礼文 ユニバーサルＴＡ 60,61 笠原 由麻

11 204 赤城 純二 京王赤城アカデミー 赤城 純二 61,61

12 1210 (LL) 西村 聡一 キューアンドエー 60,61 笠原 由麻

13 227 宇井 啓 ナスパＴＡ 宇井 啓 63,61

14 331 栗原 広行 美浜ＴＧ 62,63 宇井 啓

15 594 門田 賢太郎 三友スポーツマネージメント 中村 秀貴 64,75

16 120 (8) 中村 秀貴 フミヤエース市川ＴＡ 60,64 小山 裕史

17 82 (3) 小野 陽平 明治大学 小野 陽平 75,61

18 547 (Q) 榎本 直晃 Ｅｇｇ　Ｂａｌｌ　ＴＥＮＮＩＳ 61,62 小野 陽平

19 528 田之上 晴樹 日本工学院八王子専門学校 上原 孝紀 60,62

20 505 (WC) 上原 孝紀 美浜ＴＧ 62,64 井上 貴博

21 714 (WC) 長谷川 智史 アポロコーストＴＣ 長谷川 智史 61,64

22 1044 (Q) 高橋 和重 ヤマサ醤油 63,62 井上 貴博

23 765 (WC) 小林 一 アポロコーストＴＣ 井上 貴博 61,60

24 173 (14) 井上 貴博 亜細亜大学 61,60 井上 貴博

25 171 (12) 鈴木 烈 京浜クラブ 田中 達大 62,61

26 615 (Q) 田中 達大 鶴岡ＴＣ 75,63 田中 達大

27 293 秋本 伸久 フミヤエース市川ＴＡ 谷井 亮 62,57,63

28 422 谷井 亮 テニスユニバース 63,64 田中 達大

29 357 三好 幸輝 タウンテニス大泉学園 坂本 勇馬 61,62

30 1457 (WC) 坂本 勇馬 アポロコーストＴＣ 62,41RET 太田 晴海

31 804 (Q) 太田 晴海 Ｋ－ＴＥＮＮＩＳ　ＴＲＡＩＮＩＮＧ 太田 晴海 61,64

32 108 (6) 小畑 秀敏 フミヤエース市川ＴＡ 16,62,61 Winner: 小山 裕史
33 106 (5) 若松 哲哉 葉山ＴＣ 若松 哲哉 62,64
34 455 邨上 将春 荏原ＳＳＣ 63,61 及川 生来

35 1585 (Q) 及川 生来 荏原ＳＳＣ 及川 生来 61,64

36 326 石崎 伸也 ＩＺＵＭＩ　ＴＥＮＮＩＳ　ＣＬＵＢ 60,63 一藤木 良平

37 200 松田 直也 コナミＳＣ西船橋 松田 直也 62,75

38 537 (LL) 佐々 政洋 ＪＩＴＣ 62,60 一藤木 良平

39 423 大西 有隆 プロ・フリー 一藤木 良平 60,62

40 123 (9) 一藤木 良平 ＰＨＯＥＮＩＸ　ＳＰＯＲＴＳ 61,60 一藤木 良平

41 195 (16) 中村 聡 つくし野テニスカレッジ 中村 聡 61,62

42 215 板津 拓真 テニスプロジェクト 61,60 高橋 良平

43 273 高橋 良平 亜細亜大学 高橋 良平 63,62

44 382 田中 啓吾 テニスユニバース 61,62 泉 和宏

45 295 糸井 真幸 Ｋｅｎ’ｓ　ＩＴＳ 内山 伸一郎 63,60

46 274 内山 伸一郎 アドバンステニスプロジェクト 76(1),62 泉 和宏

47 243 向 和彦 アポロコーストＴＣ 泉 和宏 64,60

48 104 (4) 泉 和宏 オールサムズＴＣ 63,06,76(5) 服部 悠吾

49 116 (7) 掛川 昴 シンズあざみ野テニスチーム 掛川 昴 62,76(1)

50 990 (Q) 村上 柊平 Ｙ．Ｓ．Ｃ 76(4),62 掛川 昴

51 804 (Q) 秋山 陽 テニスコミュニティ千葉 関谷 颯汰 61,63

52 1585 (Q) 関谷 颯汰 荏原ＳＳＣ 64,62 大和田 秀俊

53 1089 (Q) 木島 駿 昭和の森ＪＴＳ 大和田 秀俊 64,62

54 1344 (Q) 大和田 秀俊 フミヤエース市川ＴＡ 75,75 大和田 秀俊

55 1211 (Q) 伊藤 綜汰 マリーン庭球倶楽部 松井 健一 10RET

56 163 (10) 松井 健一 Ｍ-ｓｐｏｒｔｓ 61,64 服部 悠吾

57 172 (13) 伊藤 澪央 京王赤城アカデミー 伊藤 澪央 46,64,64

58 301 小林 功実 日本大学 61,60 堀内 正太郎

59 730 (LL) 中村 秀晃 フミヤエース市川ＴＡ 堀内 正太郎 62,62

60 879 (Q) 堀内 正太郎 ＪＩＴＣ 60,61 服部 悠吾

61 255 藤井 健次郎 ＵＢＥ７２　ＴＣ 藤井 健次郎 63,36,63

62 394 山崎 融 ＫＩＴＣ 60,60 服部 悠吾

63 (Q) 佐藤 俊介 亜細亜大学 服部 悠吾 61,60

64 75 (2) 服部 悠吾 １０ＦＩＥＬＤ　ＴＳ 67(9),62,61

選手立会人：太田 晴海
(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） 長谷川 智史
(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


