
２０１１　アポロコースト 白子オープン ｉｎ スプリング ２０１１．４．１１（MON）～４．１６（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 50 (1) 一藤木 貴大 たちかわＪＴＡ 大塚 淳史

2 1317 大塚 淳史 テニスカレッジおおたかの森 62,10RET 大塚 淳史

3 870 (Q) 衛藤 佑樹 ルネサンス幕張 衛藤 佑樹 64,64

4 876 畠山 徹 ＳＰＯＲＴＳ　ＳＵＮＲＩＳＥ 60,60 高橋 良平

5 762 (WC) 長谷川 智史 アポロコーストＴＣ 高橋 良平 61,61

6 486 高橋 良平 亜細亜大学 61,61 高橋 良平

7 1572 飯田 裕久 ジョイナスＴＡ 糸井 真幸 60,63

8 264 (13) 糸井 真幸 Ｋｅｎ’ｓ　ＩＴＳ 76(3),76(7) 高橋 良平

9 221 (11) 岩本 翔平 Ｋｅｎ’ｓ　ＩＴＳ 千葉 高野 健一 64,76(6)

10 901 (WC) 高野 健一 フミヤエース市川ＴＡ 16,64,64 高野 健一

11 (Q) 柴山 紘輔 明治大学 柴山 紘輔 75,36,62

12 547 田之上 晴樹 日本工学院八王子専門学校 60,61 高野 健一

13 (LL) 沖川 達也 駒澤大学 沖川 達也 67(1),61,62

14 803 妓津 佳孝 松戸ＴＣ 76(4),63 三井 航

15 358 三井 航 チームＺＩＰ 三井 航 60,60

16 147 (8) 井門 敬博 ユニバーサルＴＡ 63,75 高橋 良平

17 103 (3) 小畑 秀敏 フミヤエース市川ＴＡ 小畑 秀敏 61,60

18 742 (Q) 長谷 崇史 松戸ＴＣ 60,60 平元 和也

19 791 日吉 裕展 エーザイ 平元 和也 60,16,64

20 1098 平元 和也 ノグチＴＳ小山 61,61 向 和彦

21 347 入谷 涼太 ＭＩＴＣ 入谷 涼太 63,62

22 1784 (Q) 渡邉 竜平 慶應義塾大学 61,61 向 和彦

23 898 中村 秀晃 フミヤエース市川ＴＡ 向 和彦 60,61

24 285 (14) 向 和彦 アポロコーストＴＣ 60,63 向 和彦

25 222 (12) 板東 賢寛 アトラクトスポーツプランニング 平林 智弥 61,61

26 1534 平林 智弥 早稲田大学 63,62 平林 智弥

27 439 田中 啓吾 テニスユニバース 田中 啓吾 76(3),63

28 692 松尾 浩史 テニスユニバース 61,75 花木 俊介

29 1083 (Q) 下村 暢 目黒ＴＣ 千木良 隆 61,61

30 677 千木良 隆 京王赤城アカデミー 60,62 花木 俊介

31 518 大西 有隆 プロ・フリー 花木 俊介 63,62

32 132 (6) 花木 俊介 アップルＴＣ 60,60 Winner: 蜂谷 翔希
33 112 (5) 長尾 克己 上武大学 長尾 克己 62,63
34 445 須藤 泰弘 慶應義塾大学 62,60 長尾 克己

35 561 尾形 浩平 緑ケ丘ＴＧ 鹿嶋 啓介 60,62

36 802 鹿嶋 啓介 Ｋｅｎ’ｓ　ＩＴＳ 46,63,63 長尾 克己

37 (LL) 具志堅 翔 コナミスポーツ 杉橋 三広 60,62

38 612 杉橋 三広 ＴＥＮＮＩＳ　ＦＯＯＬ　ＡＣＡＤＥＭＹ 57,61,64 大長 卓也

39 1534 (Q) 柴田 圭 ルネサンス幕張 大長 卓也 57,64,63

40 204 (9) 大長 卓也 三友スポーツマネジメント 64,76(1) 蜂谷 翔希

41 302 (15) 栗原 広行 美浜ＴＧ 黒木 信介 57,63,75

42 1487 黒木 信介 ビッグＫ　ＴＳ 67(6),63,63 木口 満

43 649 (WC) 上原 孝紀 美浜ＴＧ 木口 満 10RET

44 990 (WC) 木口 満 志津ＴＣ 61,46,62 蜂谷 翔希

45 (Q) 阿部 健太郎 慶應義塾大学 北原 修 61,63

46 1487 北原 修 千葉大学 63,64 蜂谷 翔希

47 1065 (Q) 神戸 優平 亜細亜大学 蜂谷 翔希 62,60

48 104 (4) 蜂谷 翔希 志津ＴＣ 60,60 蜂谷 翔希

49 142 (7) 山川 竜真 荏原ＳＳＣ 山川 竜真 61,62

50 727 (Q) 林 昌幸 ビッグマウンテンＴＣ 64,60 野田 雄希

51 1033 関水 勇二 慶応義塾大学 野田 雄希 45RET

52 1960 (Q) 野田 雄希 亜細亜大学 67(7),62,75 林 倫正

53 1814 (Q) 坂本 拓斗 立教大学 林 倫正 61,75

54 688 (Q) 林 倫正 亜細亜大学 61,60 林 倫正

55 922 (Q) 森田 浩崇 慶應義塾大学 松田 直也 61,60

56 218 (10) 松田 直也 コナミＳＣ西船橋 63,62 林 倫正

57 339 (16)(Q) 濱中 重宏 明治大学 濱中 重宏 64,63

58 1005 (Q) 鈴木 一成 ビッグマウンテンＴＣ 61,61 濱中 重宏

59 1639 (Q) 高橋 勇佑 立教大学 小林 一 60,61

60 891 小林 一 アポロコーストＴＣ 67(8),63,64 梶下 怜紀

61 (WC) 坂本 勇馬 アポロコーストＴＣ 川田 貴史 64,46,64

62 504 川田 貴史 荏原ＳＳＣ 61,26,62 梶下 怜紀

63 355 三好 幸輝 タウンテニス大泉学園 梶下 怜紀 62,61

64 92 (2) 梶下 怜紀 Ｔｅｎｓｉｏｎ 61,61

(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） 選手立会人：向 和彦
(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


