
２０１１　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①～⑯

Ｒａｎｋ Ｓｅｅｄ/Ｓｔ． 名前 所属 Final

1 498 (1) 佐々 政洋 ＪＩＴＣ 佐々 政洋

2 　Ｂｙｅ 高橋 和重

3 　Ｂｙｅ 高橋 和重 83

4 999 (21) 高橋 和重 ヤマサ醤油

5 521 (2) 杉橋 三広 ＴＥＮＮＩＳ　ＦＯＯＬ　ＡＣＡＤＥＭＹ 杉橋 三広

6 　Ｂｙｅ 佐藤 俊介

7 菅 英臣 ｚｅｒｏ 佐藤 俊介 82

8 (32) 佐藤 俊介 亜細亜大学 81

9 532 (3) 田中 達大 鶴岡ＴＣ 田中 達大

10 　Ｂｙｅ 田中 達大

11 　Ｂｙｅ 神戸 優平 81

12 874 (17) 神戸 優平 ＡＪＴＡ

13 538 (4) 穐山 秀延 エースＴＡ 穐山 秀延

14 　Ｂｙｅ 伊藤 綜汰

15 　Ｂｙｅ 伊藤 綜汰 81

16 1175 (25) 伊藤 綜汰 マリーン庭球倶楽部

17 554 (5) 市川 和俊 ＣＡＳＳ　ＩＴＣ 市川 和俊

18 　Ｂｙｅ 大和田 秀俊

19 　Ｂｙｅ 大和田 秀俊 83

20 1305 (26) 大和田 秀俊 フミヤエース市川ＴＡ

21 559 (6) 東 伸泰 大磯ＴＡ 東 伸泰

22 　Ｂｙｅ 東 伸泰

23 　Ｂｙｅ 大澤 雄司 80

24 993 (20) 大澤 雄司 東京都ＴＡ

25 570 (7) 千木良 隆 京王赤城アカデミー 千木良 隆

26 　Ｂｙｅ 木島 駿

27 鏑木 公紀 ジンジテニス 木島 駿 82

28 1426 (29) 木島 駿 昭和の森ＪＴＳ 81

29 632 (8) 磯崎 伸丈 オレンジヒルＴＣ 磯崎 伸丈

30 　Ｂｙｅ 松本 太一

31 松本 太一 サムライテニス 松本 太一 80

32 1331 (27) 浜口 恭寿 瀬田ＴＳ 83

33 633 (9) 松尾 浩史 テニスユニバース 松尾 浩史

34 　Ｂｙｅ 及川 生来

35 新津 勇人 亜細亜大学 及川 生来 81

36 1550 (30) 及川 生来 荏原ＳＳＣ 84

37 664 (10) 木口 満 志津ＴＣ 木口 満

38 　Ｂｙｅ 秋山 陽

39 　Ｂｙｅ 秋山 陽 84

40 1121 (23) 秋山 陽 テニスコミュニティ千葉

41 719 (11) 鹿嶋 啓介 荏原ＳＳＣ 鹿嶋 啓介

42 　Ｂｙｅ 村上 柊平

43 　Ｂｙｅ 村上 柊平 81

44 949 (18) 村上 柊平 Ｙ．Ｓ．Ｃ

45 725 (12) 中村 秀晃 フミヤエース市川ＴＡ 中村 秀晃

46 　Ｂｙｅ 堀内 正太郎

47 　Ｂｙｅ 堀内 正太郎 81

48 1045 (22) 堀内 正太郎 ＪＩＴＣ

49 765 (13) 太田 晴海 Ｋ－ＴＥＮＮＩＳ　ＴＲＡＩＮＩＮＧ 太田 晴海

50 　Ｂｙｅ 太田 晴海

51 　Ｂｙｅ 西村 聡一 80

52 1173 (24) 西村 聡一 キューアンドエー

53 796 (14) 大塚 淳史 テニスカレッジおおたかの森 大塚 淳史

54 　Ｂｙｅ 関谷 颯汰

55 菊池 俊哉 ＪＩＴＣ 関谷 颯汰 86

56 1550 (31) 関谷 颯汰 荏原ＳＳＣ 82

57 841 (15) 藤信 秀徳 新豊ＴＣ 藤信 秀徳

58 　Ｂｙｅ 藤信 秀徳

59 　Ｂｙｅ 梅澤 郁也 81

60 990 (19) 梅澤 郁也 志津ＴＣ

61 852 (16) 榎本 直晃 Ｅｇｇ　Ｂａｌｌ　ＴＥＮＮＩＳ 榎本 直晃

62 　Ｂｙｅ 榎本 直晃

63 増岡 洋志 ＪＩＴＣ 鈴木 勇児 82

64 1339 (28) 鈴木 勇児 Ｔ－ＣＲＥＷ WO

※第３０・３１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。

   また、第３２シードはノー・ランカーの選手（７名）より抽選にて決定しました。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯


