
２０１１　アポロコースト 白子オープン ｉｎ ウインター ２０１１．１１．２８（MON）～１２．３（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 36 (1) 湯原 雅人 Ｆテニス 湯原 雅人

2 776 (WC) 道田 光 ＴＩ－Ｃｕｂｅ 64,61 湯原 雅人

3 163 三井 航 チームＺＩＰ 三井 航 60,64

4 262 赤城 純二 京王赤城アカデミー 75,64 湯原 雅人

5 188 松田 直也 コナミＳＣ西船橋 松田 直也 63,64

6 266 糸井 真幸 Ｋｅｎ’ｓ　ＩＴＳ 64,75 高山 和也

7 540 (Q) 高山 和也 亜細亜大学 高山 和也 60,61

8 135 (14) 柴田 貴之 フミヤエース市川ＴＡ 62,63 鈴木 翔太郎

9 102 (10)(Q) 掛川　昴 シンズあざみ野テニスチーム 掛川　昴 62,62

10 192 大長 卓也 三友スポーツマネジメント 62,61 掛川　昴

11 1124 (WC) 坂本 勇馬 アポロコーストＴＣ 安田 純 60,64

12 339 (Q) 安田 純 多摩大学 63,63 鈴木 翔太郎

13 622 (Q) 真下 喜亘 志津ＴＣ 蛭田 絢翔 62,64

14 228 蛭田 絢翔 チームＺＩＰ 62,64 鈴木 翔太郎

15 401 (Q) 福岡 建太 荏原ＳＳＣ 鈴木 翔太郎 64,62

16 58 (5) 鈴木 翔太郎 フリー 61,60 鈴木 翔太郎

17 55 (4) 喜多 元明 上尾ＴＣ 喜多 元明 63,63

18 180 中村 聡 つくし野テニスカレッジ 63,62 喜多 元明

19 557 (Q) 野田 雄希 亜細亜大学 野田 雄希 62,64

20 201 門田 賢太郎 三友スポーツマネージメント 76(5),61 喜多 元明

21 167 松井 健一 Ｍ-ｓｐｏｒｔｓ 松井 健一 61,62

22 192 鈴木 康之 ＴＥＡＭ．Ｓ 63,60 福垣 剛

23 161 福垣 剛 石井真ＴＡ 福垣 剛 64,46,75

24 478 (LL) 田之上 晴樹 ＳＤＴＣ 62,61 喜多 元明

25 119 (11) 中村 秀貴 フミヤエース市川ＴＡ 由井 健人 62,61

26 697 (Q) 由井 健人 フォレスト柏センター 61,62 由井 健人

27 641 (Q) 関水 勇二 慶應義塾大学 塩田 裕司 76(5),64

28 249 塩田 裕司 慶應義塾大学 60,64 大友 優馬

29 149 大友 優馬 パーム・インターナショナルＴＡ 大友 優馬 60,61

30 934 (Q) 江本 壮之介 亜細亜大学 75,61 大友 優馬

31 736 (WC) 大和田 秀俊 フミヤエース市川ＴＡ 大和田 秀俊 46,64,62

32 76 (8) 泉 和宏 オールサムズＴＣ 61,64 Winner: 鈴木 翔太郎
33 63 (6) 若松 哲哉 葉山ＴＣ 若松 哲哉 62,62
34 584 (Q) 木口 満 志津ＴＣ 61,60 若松 哲哉

35 1862 (LL) 青地 正哉 我孫子市ＴＣ 菊池 俊介 76(2),61

36 1269 (Q) 菊池 俊介 法政大学 60,60 鈴木 大介

37 302 小林 功実 日本大学 内山 伸一郎 46,64,64

38 196 内山 伸一郎 アドバンステニスプロジェクト 63,60 鈴木 大介

39 219 鈴木 大介 中央大学 鈴木 大介 60,60

40 78 (9) 黒田 純一 朝霞グリーンＴＣ 63,61 蜂谷 翔希

41 147 (16) 山川 竜真 荏原ＳＳＣ 岩本 翔平 62,60

42 152 岩本 翔平 Ｋｅｎ’ｓ　ＩＴＳ 千葉 36,61,75 斎藤 啓人

43 1073 (WC) 伊藤 周平 三友スポーツマネージメント 斎藤 啓人 63,62

44 238 (Q) 斎藤 啓人 与野ＴＣ 61,62 蜂谷 翔希

45 212 板津 拓真 テニスプロジェクト 板津 拓真 62,61

46 284 尾山 翼 三友スポーツマネジメント 62,76(2) 蜂谷 翔希

47 955 (WC) 河野 陽介 ＦＴＣ 蜂谷 翔希 62,63

48 46 (3) 蜂谷 翔希 志津ＴＣ 60,62 蜂谷 翔希

49 66 (7) 服部 悠吾 １０ＦＩＥＬＤ　ＴＳ 小林 理久 64,36,75

50 1511 (Q) 小林 理久 たちかわＪｒＴＡ 63,62 小林 理久

51 250 山岸 圭太郎 三菱電機 佐藤 友則 62,60

52 221 佐藤 友則 ユニバーサルＴＡ WO 小林 理久

53 675 (LL) 蓮見 秀樹 ジュエインドアテニス 入谷 涼太 61,76(3)

54 220 入谷 涼太 ＭＩＴＣ 61,62 笠原 由麻

55 254 東海林 悟 テニスユニバース 笠原 由麻 62,61

56 132 (12) 笠原 由麻 荏原ＳＳＣ 60,63 比嘉 明人

57 133 (13) 和田 恵知 トマトＴＣ 和田 恵知 61,64

58 153 井門 敬博 テニスユニバース 62,62 佐藤 充

59 334 (WC) 向 和彦 アポロコーストＴＣ 佐藤 充 10,RET

60 981 (Q) 佐藤 充 明治大学 64,75 比嘉 明人

61 905 (Q) 小林 一 アポロコーストＴＣ 小林 一 75,76(3)

62 168 斉藤 慶 インスピリッツＴＣ 60,62 比嘉 明人

63 314 三好 幸輝 タウンテニス大泉学園 比嘉 明人 60,61

64 43 (2) 比嘉 明人 テニスユニバース 61,61

選手立会人：福岡 健太
(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） 山川 竜真
(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


