
２０１２　アポロコースト 白子オープン ｉｎ スプリング ２０１２．４．９（MON）～４．１４（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 32 (1) 小山 慶太 フリー 小山 慶太

2 　Ｂｙｅ 小山 慶太

3 429 蓮見 秀樹 ジュエ 大長 卓也 60,60

4 225 大長 卓也 三友スポーツマネジメント WO 小山 慶太

5 455 上原 孝紀 美浜ＴＧ 向 和彦 62,61

6 321 向 和彦 アポロコーストＴＣ 61,63 向 和彦

7 1145 (WC) 長谷川 智史 アポロコーストＴＣ 長谷川 智史 62,64

8 223 (16) 松田 直也 コナミＳＣ西船橋 61,63 小山 慶太

9 165 (12) 井門 敬博 テニスユニバース 井門 敬博 60,61

10 294 糸井 真幸 Ｋｅｎ’ｓ　ＩＴＳ 63,62 井門 敬博

11 749 大塚 陽平 秀明英光高校 佐野 功 60,60

12 1177 佐野 功 ニッケテニスドーム佐倉 WO 笠原 由麻

13 926 (WC) 坂本 勇馬 アポロコーストＴＣ 坂本 勇馬 61,40RET

14 437 矢内 英稔 大井ファミリー 62,63 笠原 由麻

15 1043 豊澤 友騎 武蔵野ドームＴＳ 笠原 由麻 75,76(4)

16 122 (6) 笠原 由麻 荏原ＳＳＣ 64,61 小山 慶太

17 69 (3) 服部 悠吾 １０ＦＩＥＬＤ　ＴＳ 服部 悠吾 62,62

18 中村 俊貴 千葉大学硬式庭球部 60,60 服部 悠吾

19 550 中村 秀晃 フミヤエース市川ＴＡ 大塚 淳史 61,63

20 403 大塚 淳史 テニスカレッジおおたかの森 61,64 服部 悠吾

21 320 井上 黄峰 ルネサンス 飯田 裕久 63,63

22 502 飯田 裕久 ジョイナスＴＡ 62,64 中村 聡

23 346 山崎 融 ＫＩＴＣ 中村 聡 62,60

24 186 (14) 中村 聡 つくし野テニスカレッジ 60,RET 服部 悠吾

25 156 (11) 三井 航 チームＺＩＰ 三井 航 63,75

26 982 阿部 健太郎 慶應義塾大学 67(2),64,64 三井 航

27 881 平林 智弥 早稲田大学 平林 智弥 60,61

28 235 板津 拓真 テニスプロジェクト 60,63 吉田 元樹

29 742 吉田 元樹 ＴＴＣ 吉田 元樹 75,62

30 1673 平元 和也 ノグチＴＳ小山 60,61 吉田 元樹

31 松本 拓人 サニーベルＴＣ 中村 秀貴 63,67(4),60

32 118 (5) 中村 秀貴 フミヤエース市川ＴＡ 62,61 Winner: 小山 慶太
33 140 (8) 岩本 翔平 Ｋｅｎ’ｓ　ＩＴＳ 千葉 岩本 翔平 62,63
34 東川 英彬 中央大学 60,60 岩本 翔平

35 501 大石 武志 ＭＴＣ 小林 功実 61,60

36 303 小林 功実 日本大学 63,36,63 大和田 秀俊

37 419 (WC) 大和田 秀俊 フミヤエース市川ＴＡ 大和田 秀俊 61,62

38 松本 賢三 サムライテニス 60,61 大和田 秀俊

39 451 田之上 晴樹 ＳＤＴＣ 福垣 剛 61,64

40 150 (10) 福垣 剛 石井真ＴＡ 57,63,62 大和田 秀俊

41 167 (13) 斎藤 啓人 与野ＴＣ 斎藤 啓人 46,64,64

42 234 秋山 陽 テニスコミュニティ千葉 64,76(6) 安田 純

43 1190 (WC) 河野 陽介 ＦＴＣ 安田 純 62,63

44 288 安田 純 多摩大学 62,62 泉 和宏

45 408 林 昌幸 ビックマウンテンＴＣ 高田 郁弥 62,63

46 1457 高田 郁弥 拓殖大学 62,63 泉 和宏

47 根本 雄輝 青山学院大学 泉 和宏 64,61

48 83 (4) 泉 和宏 オールサムズＴＣ 60,60 蜂谷 翔希

49 130 (7) 内藤 隼 グリーンテニスプラザ 内藤 隼 60,61

50 420 嶋村 昌治 湘南ハンドレットＴＣ 61,62 内藤 隼

51 600 森田 浩崇 慶應義塾大学 森田 浩崇 63,57,75

52 568 根本 尚輝 ＺＥＰＨＹＲ 61,60 内藤 隼

53 309 榎本 直晃 Ｅｇｇ　Ｂａｌｌ　ＴＥＮＮＩＳ 榎本 直晃 64,61

54 344 杉橋 三広 ＴＥＮＮＩＳ　ＦＯＯＬ　ＡＣＡＤＥＭＹ 62,62 道田 光

55 685 (WC) 道田 光 ＴＩ－Ｃｕｂｅ 道田 光 60,61

56 141 (9) 飯島 健太 ユニバーサルＴＡ 62,64 蜂谷 翔希

57 197 (15) 入谷 涼太 ＭＩＴＣ 松岡 晃平 62,61

58 511 松岡 晃平 湘南ローンＴＣ WO 松岡 晃平

59 942 古屋 圭太 ＴＡＩ　ｔｅｎｎｉｓ　ｓｃｈｏｏｌ 市川 和俊 63,62

60 330 市川 和俊 ＣＡＳＳ　ＩＴＣ 64,62 蜂谷 翔希

61 678 小林 一 アポロコーストＴＣ 小林 一 61,61

62 295 長濱 勇太 武蔵野ドームＴＳ 62,64 蜂谷 翔希

63 　Ｂｙｅ 蜂谷 翔希 61,60

64 51 (2) 蜂谷 翔希 志津ＴＣ

(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：吉田 元樹
(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


