
２０１２　アポロコースト 白子オープン ｉｎ サマー ２０１２．６．１８（MON）～６．２３（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 31 (1) ﾏｰｸ ﾆｰﾙｾﾝ イカイ ﾏｰｸ ﾆｰﾙｾﾝ

2 923 (LL) 細川 芳樹 亜細亜大学 61,60 ﾏｰｸ ﾆｰﾙｾﾝ

3 1078 (Q) 浜口 恭寿 瀬田ＴＳ 松岡 晃平 61,60

4 385 松岡 晃平 ボーンズ 61,61 ﾏｰｸ ﾆｰﾙｾﾝ

5 1266 (LL) 東川 英彬 中央大学 向 和彦 60,62

6 310 向 和彦 アポロコーストＴＣ 60,61 向 和彦

7 253 安田 純 多摩大学 安田 純 61,60

8 168 (16) 中村 聡 つくし野テニスカレッジ 26,76(5),75 ﾏｰｸ ﾆｰﾙｾﾝ

9 124 (10) 荒堀 竜喜 フリー 荒堀 竜喜 62,63

10 198 入谷 涼太 ＭＩＴＣ 62,63 荒堀 竜喜

11 330 杉橋 三広 ＴＥＮＮＩＳ　ＦＯＯＬ　ＡＣＡＤＥＭＹ 杉橋 三広 61,46,63

12 212 丸山 隆一 九州国際ＴＣ 60,60 村松 勇紀

13 (Q) 細田 京社 ＰＩＴＡ 細田 京社 61,62

14 893 (Q) 関水 勇二 慶應義塾大学 62,62 村松 勇紀

15 831 (WC) 高安 一成 Ｃ－ＦＥＴＺ 村松 勇紀 61,62

16 90 (6) 村松 勇紀 ＴＴＣ 61,60 ﾏｰｸ ﾆｰﾙｾﾝ

17 631 (LL) 川角 武史 メットライフアリコ 川角 武史 60,62

18 1058 (Q) 井上 裕貴 亜細亜大学 62,64 大長 卓也

19 485 大石 武志 ＭＴＣ 大長 卓也 61,61

20 240 大長 卓也 三友スポーツマネジメント 62,62 三井 航

21 1465 (WC) 小林 一 アポロコーストＴＣ 小林 一 41RET

22 439 佐々 政洋 ＪＩＴＣ 26,63,62 三井 航

23 866 (Q) 五十嵐 貴裕 真壁ＴＣ 三井 航 63,61

24 147 (15) 三井 航 チームＺＩＰ 60,60 岩本 翔平

25 117 (9) 中村 秀貴 フミヤエース市川ＴＡ 中村 秀貴 57,63,61

26 1278 (Q) 渡辺 碧人 慶應義塾大学 64,60 城 遼士

27 (Q) 城 遼士 ビッグKテニス 城 遼士 62,64

28 349 邨上 将春 荏原ＳＳＣ 62,61 岩本 翔平

29 368 矢内 英稔 大井ファミリー 秋本 伸久 62,64

30 205 秋本 伸久 フミヤエース市川ＴＡ 62,60 岩本 翔平

31 265 井上 黄峰 ルネサンス 岩本 翔平 60,60

32 115 (8) 岩本 翔平 Ｋｅｎ’ｓ　ＩＴＳ 千葉 60,60 Winner: ﾏｰｸ ﾆｰﾙｾﾝ
33 112 (7) 笠原 由麻 荏原ＳＳＣ 矢野 洋 61,62
34 251 矢野 洋 亜細亜大学 62,62 矢野 洋

35 399 林 昌幸 ビックマウンテンＴＣ 林 昌幸 63,60

36 1228 (Q) 鈴木 勇児 Ｔ－ＣＲＥＷ 60,60 矢野 洋

37 (Q) 中山 健太郎 ＹＳＣ 中山 健太郎 62,61

38 258 糸井 真幸 Ｋｅｎ’ｓ　ＩＴＳ 64,61 中山 健太郎

39 404 阿部 祐士 セサミ大船 斎藤 啓人 62,60

40 131 (12) 斎藤 啓人 与野ＴＣ 63,64 道田 光

41 139 (13) 井門 敬博 テニスユニバース 井門 敬博 61,63

42 458 上原 孝紀 美浜ＴＧ 61,63 後藤 康信

43 1629 (Q) 後藤 康信 サムライテニス 後藤 康信 62,61

44 306 片桐 遥介 テニスユニバース 67(4),61,61 道田 光

45 530 (WC) 道田 光 ＴＩ－Ｃｕｂｅ 道田 光 60,62

46 426 大西 有隆 プロ・フリー 60,61 道田 光

47 833 (Q) 森下 裕貴 サトウＧＴＣ 服部 悠吾 46,61,64

48 67 (3) 服部 悠吾 １０ＦＩＥＬＤ　ＴＳ 76(4),76(6) 蜂谷 翔希

49 78 (5) 泉 和宏 オールサムズＴＣ 泉 和宏 76(2),62

50 203 秋山 陽 テニスコミュニティ千葉 62,64 泉 和宏

51 376 田之上 晴樹 ＳＤＴＣ 田之上 晴樹 64,62

52 369 蓮見 秀樹 ジュエ 63,61 泉 和宏

53 (WC) 藤田 宏之 取手ＴＣ 松沼 豊人 62,63

54 272 松沼 豊人 立教大学 62,61 松沼 豊人

55 1629 (WC) 丸山 愼之介 ヴェーダＴＡ 高橋 優 64,63

56 126 (11) 高橋 優 ＮＴＴ東日本-東京 60,60 蜂谷 翔希

57 144 (14) 福垣 剛 石井真ＴＡ 福垣 剛 60,62

58 326 赤城 純二 京王赤城アカデミー 64,61 大和田 秀俊

59 (Q) 田中 亮寛 Ｔｅａｍ　ＹＵＫＡ 大和田 秀俊 62,76(4)

60 242 大和田 秀俊 フミヤエース市川ＴＡ 76(1),64 蜂谷 翔希

61 276 鈴木 康之 ＴＥＡＭ．Ｓ 吉田 元樹 62,62

62 380 (Q) 吉田 元樹 ＴＴＣ 62,62 蜂谷 翔希

63 662 (Q) 藤谷 直輝 ホープテニスプロジェクト 蜂谷 翔希 61,60

64 53 (2)(Q) 蜂谷 翔希 フリー 61,60

(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：田中 亮寛
(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


