
２０１２　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 55 (1) 蜂谷 翔希 フリー 蜂谷 翔希

2 　Ｂｙｅ 蜂谷 翔希

3 　Ｂｙｅ 本多 優一 82

4 1401 (24) 本多 優一 青葉台ローンＴＣ

5 456 (2) 佐々 政洋 ＪＩＴＣ 本戦繰り上り

6 　Ｂｙｅ 鈴木 勇児

7 　Ｂｙｅ 鈴木 勇児

8 1204 (19) 鈴木 勇児 Ｔ－ＣＲＥＷ

9 477 (3) 大石 武志 ＭＴＣ 本戦繰り上り

10 　Ｂｙｅ 浜口 恭寿

11 　Ｂｙｅ 浜口 恭寿

12 1075 (18) 浜口 恭寿 瀬田ＴＳ

13 487 (4) 吉田 元樹 ＴＴＣ 吉田 元樹

14 　Ｂｙｅ 吉田 元樹

15 　Ｂｙｅ 松本 賢三 81

16 1307 (23) 松本 賢三 サムライテニス

17 530 (5) 勢司 英生 緑ヶ丘ＴＧ 勢司 英生

18 　Ｂｙｅ 後藤 康信

19 　Ｂｙｅ 後藤 康信 80

20 (27) 後藤 康信 サムライテニス

21 647 (6) 関水 勇二 慶應義塾大学 関水 勇二

22 　Ｂｙｅ 関水 勇二

23 　Ｂｙｅ 下村 暢 82

24 1246 (20) 下村 暢 目黒ＴＣ

25 662 (7) 杉澤 慎介 テニス探求塾 ＮＳ

26 　Ｂｙｅ 中山 健太郎

27 ｱﾝﾀﾞｰｽ ｴﾄﾞｽﾄﾛｰﾑ ｅｄｓｔｒｏｍ　ｏｆｆｉｃｅ 中山 健太郎 WO

28 (31) 中山 健太郎 ＹＳＣ 81

29 671 (8) 川角 武史 メットライフアリコ 川角 武史

30 　Ｂｙｅ 城 遼士

31 ｴﾄﾞｽﾄﾛｰﾑ ﾆｰﾙｽ Ｔｅａｍ　Ｙｏｎｅｚａｗａ 城 遼士 81

32 (30) 城 遼士 ビッグKテニス 81

33 691 (9) 藤谷 直輝 ホープテニスプロジェクト 藤谷 直輝

34 　Ｂｙｅ 藤谷 直輝

35 　Ｂｙｅ 東川 英彬 84

36 1246 (21) 東川 英彬 中央大学

37 809 (10) 藤信 秀徳 新豊ＴＣ 藤信 秀徳

38 　Ｂｙｅ 井上 裕貴

39 　Ｂｙｅ 井上 裕貴 82

40 1566 (26) 井上 裕貴 亜細亜大学

41 836 (11) 森下 裕貴 サトウＧＴＣ 森下 裕貴

42 　Ｂｙｅ 森下 裕貴

43 　Ｂｙｅ 細川 芳樹 82

44 1067 (17) 細川 芳樹 亜細亜大学

45 860 (12) 五十嵐 貴裕 真壁ＴＣ 五十嵐 貴裕

46 　Ｂｙｅ 五十嵐 貴裕

47 　Ｂｙｅ ＮＳ WO

48 1409 (25) 鈴木 光明 月島もんじゃみっちゃき

49 865 (13) 荒井 真彦 千葉県テニス協会 荒井 真彦

50 　Ｂｙｅ 田中 亮寛

51 田中 亮寛 Ｔｅａｍ　ＹＵＫＡ 田中 亮寛 80

52 (32) 五十嵐 圭汰 ＹＳＣ 86

53 891 (14) 鹿嶋 啓介 荏原ＳＳＣ 鹿嶋 啓介

54 　Ｂｙｅ 細田 京社

55 　Ｂｙｅ 細田 京社 81

56 (29) 細田 京社 ＰＩＴＡ

57 961 (15) 渡辺 碧人 慶應義塾大学 渡辺 碧人

58 　Ｂｙｅ 渡辺 碧人

59 　Ｂｙｅ ＮＳ WO

60 (28) 岩崎 寛 ｈｉｇｈｔｏｕｃｈ

61 1013 (16) 青地 正哉 我孫子市ＴＣ 青地 正哉

62 　Ｂｙｅ 鮫島 範行

63 　Ｂｙｅ 鮫島 範行 86

64 1275 (22) 鮫島 範行 日本アイ・ビー・エム

※第２０～２１シードは同ランキングだったため、抽選にてシード順位を決定しました。
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※第２７～３２シードは、ノー・ランキングの選手（９名）の中から抽選にてシード順位を決定しました。


