
２０１１　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

1 102 (1) 掛川　昴 シンズあざみ野テニスチーム 掛川　昴

2 　Ｂｙｅ 掛川　昴

3 1862 青地 正哉 我孫子市ＴＣ 青地 正哉 81

4 661 (31) 長岡 大地 秀明英光高校 WO

5 238 (2) 斎藤 啓人 与野ＴＣ 斎藤 啓人

6 　Ｂｙｅ 斎藤 啓人

7 1269 石井 健悟 パーム・インターナショナルＴＡ 両者ＮＳ WO

8 515 (23) 嶋村 昌治 湘南ハンドレットＴＣ

9 324 (3) 山崎 融 ＫＩＴＣ 佐々木 剛

10 佐々木 剛 田園テニス倶楽部 80 菊池 俊介

11 1269 菊池 俊介 法政大学 菊池 俊介 81

12 643 (29) 磯崎 伸丈 オレンジヒルＴＣ WO

13 325 (4) 井上 黄峰 ルネサンス 小林 一

14 905 小林 一 アポロコーストＴＣ WO 小林 一

15 碓井 亮 慶應義塾大学 邨上 将春 97

16 423 (17) 邨上 将春 荏原ＳＳＣ 84

17 328 (5) 岸本 洋征 テニスユニバース 石井 翔吾

18 石井 翔吾 浦和学院高校 WO 野田 雄希

19 940 藤信 秀徳 新豊ＴＣ 野田 雄希 85

20 557 (25) 野田 雄希 亜細亜大学 80

21 329 (6) 杉橋 三広 ＴＥＮＮＩＳ　ＦＯＯＬ　ＡＣＡＤＥＭＹ 鮫島 範行

22 1408 鮫島 範行 日本アイ・ビー・エム 97 小林 理久

23 1511 小林 理久 たちかわＪｒＴＡ 小林 理久 81

24 660 (30) 鍛代 悟 亜細亜大学 97

25 339 (7) 安田 純 多摩大学 安田 純

26 914 五十嵐 貴裕 真壁ＴＣ 81 安田 純

27 1119 藤谷 直輝 ホープテニスプロジェクト 両者ＮＳ WO

28 440 (18) 千木良 隆 京王赤城アカデミー

29 340 (8) 根本 隼 サントピアＴＣ 根本 隼

30 1118 杉澤 慎介 テニス探求塾 84 真下 喜亘

31 1632 菊地 弘晶 日本アイ・ビー・エム 真下 喜亘 86

32 622 (27) 真下 喜亘 志津ＴＣ WO

33 342 (9) 米田 至誠 ミナミグリーンＴＣ 中塚 裕也

34 中塚 裕也 シンズあざみ野テニスチーム 82 木口 満

35 二見 祐介 慶應義塾大学 木口 満 81

36 584 (26) 木口 満 志津ＴＣ 80

37 349 (10) 秋山 陽 テニスコミュニティ千葉 由井 健人

38 697 由井 健人 フォレスト柏センター 85 由井 健人

39 1075 具志堅 翔 コナミスポーツ 田之上 晴樹 81

40 478 (21) 田之上 晴樹 ＳＤＴＣ 83

41 366 (11) 市川 和俊 ＣＡＳＳ　ＩＴＳ 早川 健一

42 1449 早川 健一 三井化学 86 早川 健一

43 1119 浜口 恭寿 瀬田ＴＳ 蓮見 秀樹 82

44 675 (32) 蓮見 秀樹 ジュエインドアテニス 84

45 377 (12) 上原 孝紀 美浜ＴＧ 上原 孝紀

46 小野寺 直也 電気通信大学 86 関水 勇二

47 酒井 貴之 電気通信大学 関水 勇二 85

48 641 (28) 関水 勇二 慶應義塾大学 83

49 388 (13) 崎山 裕基 ビッグＫ 佐藤 大介

50 773 佐藤 大介 ジュエインドアテニス 83 佐藤 充

51 981 佐藤 充 明治大学 佐藤 充 81

52 502 (22) 中村 秀晃 フミヤエース市川ＴＡ 82

53 395 (14) 大西 有隆 プロ・フリー 藤井 柾彰

54 藤井 柾彰 与野ＴＣ WO 高山 和也

55 内藤 祐二郎 電気通信大学 高山 和也 81

56 540 (24) 高山 和也 亜細亜大学 81

57 401 (15) 福岡 建太 荏原ＳＳＣ 福岡 建太

58 1656 古橋 保孝 千葉県庁硬式テニス部 81 福岡 建太

59 清水 久敬 田園テニス倶楽部 清水 久敬 82

60 456 (19) 工藤 聡 ＦＡＵＬＴＳ 81

61 417 (16) 松尾 浩史 テニスユニバース 松尾 浩史

62 888 梅澤 郁也 志津ＴＣ WO 江本 壮之介

63 934 江本 壮之介 亜細亜大学 江本 壮之介 80

64 470 (20) 佐々 政洋 ＪＩＴＣ 81
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