
２０１３　アポロコースト 白子オープン ｉｎ ウインター ２０１３．１１．２５（MON）～１１．３０（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 44 (1) 小山 慶大 中央教育研究所株式会社 小山 慶大

2 1523 (WC) 佐藤 栄治 ヴェーダＴＡ 60,60 小山 慶大

3 148 山岸 圭太郎 三菱電機 坂田 悠生 60,60

4 350 (Q) 坂田 悠生 フミヤエース市川ＴＡ 60,60 小山 慶大

5 236 市川 和俊 ＣＡＳＳ　ＩＴＣ 市川 和俊 60,63

6 574 (WC) 上原 孝紀 美浜ＴＧ 63,64 市川 和俊

7 228 井上 黄峰 ルネサンス 井上 黄峰 10RET

8 1505 (LL) 甲斐 尚志 ＨＯＮＤＡ　ＴＣ 61,62 小山 慶大

9 108 (11) 小畑 秀敏 千葉県テニス協会個人会員 小畑 秀敏 61,60

10 248 山崎 融 ＫＩＴＣ 60,61 小畑 秀敏

11 578 (Q) 香西 保宏 福島けんしん 香西 保宏 61,60

12 229 中村 信幸 江坂テニスセンター 60,60 黒田 純一

13 205 守本 光伸 ＴＯＬトレクティスラボ 大長 卓也 76(2),60

14 282 大長 卓也 三友スポーツマネジメント 62,64 黒田 純一

15 326 (Q) 林 昌幸 ビックマウンテンＴＣ 黒田 純一 61,01RET

16 80 (6) 黒田 純一 朝霞グリーンＴＣ 76(5),75 小山 慶大

17 63 (4)(WC) 矢野 洋 たちかわＪｒＴＡ 矢野 洋 36,64,63

18 120 安田 純 多摩大学 64,62 諱 五貴

19 264 中村 光孝 上尾セントラルＴＣ 諱 五貴 60,62

20 170 諱 五貴 明治大学 60,60 諱 五貴

21 (WC) 嶋田 壮馬 駒澤大学 嶋田 壮馬 63,62

22 123 渡辺 晃 フォローウインド WO 細谷 元基

23 1039 (Q) 長谷川 尚之 ＢＬＡＣＫ　ＳＯＸ 細谷 元基 63,64

24 117 (14)(Q) 細谷 元基 荏原ＳＳＣ 61,62 諱 五貴

25 113 (12) 梁元 善貴 レック興発 蜂谷 翔希 76(7),63

26 217 蜂谷 翔希 フリー 61,61 蜂谷 翔希

27 1607 (Q) 後藤 晶 国士舘大学 越田 晃司 61,61

28 372 (Q) 越田 晃司 亜細亜大学 62,63 蜂谷 翔希

29 121 尾山 翼 三友スポーツマネジメント 大木 一史 64,61

30 186 大木 一史 エヌプランニング 62,61 大和田 秀俊

31 351 (Q) 古川 滉士 東洋大附属牛久高校 大和田 秀俊 60,61

32 70 (5) 大和田 秀俊 フミヤエース市川ＴＡ 64,62 Winner: 小山 慶大
33 96 (8) 掛川 昴 シンズあざみ野Ｔ．Ｔ 掛川 昴 64,63
34 139 斉藤 慶 インスピリッツＴＣ 61,60 掛川 昴

35 295 (Q) 鍛代 悟 亜細亜大学 鍛代 悟 67(3),60,62

36 215 杉橋 三広 ＴＥＮＮＩＳ　ＦＯＯＬ　ＡＣＡＤＥＭＹ 61,63 掛川 昴

37 159 松岡 晃平 リビエラ逗子マリーナＴＳ 松岡 晃平 64,63

38 859 (Q) 中塚 裕也 登戸サンライズテニスコート 62,60 長谷川 智史

39 599 (WC) 長谷川 智史 アポロコーストＴＣ 長谷川 智史 62,63

40 394 (LL) 鹿嶋 啓介 荏原ＳＳＣ 60,60 斉藤 秀

41 114 (13) 小堺 遠馬 亜細亜大学 小堺 遠馬 61,60

42 166 大倉 司 Ｋｅｎ’ｓ　ＩＴＳ 62,61 松本 太一

43 125 入谷 涼太 三友スポーツ 松本 太一 36,75,60

44 511 (Q) 松本 太一 東京学館浦安高校 61,62 斉藤 秀

45 238 (Q) 西岡 靖雄 亜細亜大学 西岡 靖雄 64,60

46 241 三井 航 チームＺＩＰ 63,61 斉藤 秀

47 614 (Q) 先崎 絃 福島けんしん 斉藤 秀 60,60

48 55 (3)(Q) 斉藤 秀 荏原ＳＳＣ 61,61 湯原 雅人

49 92 (7) 泉 和宏 オールサムズＴＣ 泉 和宏 36,64,61

50 227 渡邉 健司 福島けんしん 64,62 泉 和宏

51 174 伊藤 誠治 ルネサンス熊本 難波 隼平 61,61

52 216 難波 隼平 テニスユニバース 60,60 岩本 翔平

53 281 糸井 真幸 Ｋｅｎ’ｓ　ＩＴＳ 糸井 真幸 64,67(5),64

54 147 田之上 晴樹 テニスハウスｆｕｎ 64,36,64 岩本 翔平

55 192 道田 光 ＴＩ－Ｃｕｂｅ 岩本 翔平 62,62

56 99 (9) 岩本 翔平 Ｋｅｎ’ｓ　ＩＴＳ 千葉 64,16,63 湯原 雅人

57 119 (16) 森下 裕貴 サトウＧＴＣ 森下 裕貴 62,36,76(6)

58 (Q) 鈴木 優太郎 ＴＥＡＭ　ＳＵＺＵＫＩ 61,20RET 森下 裕貴

59 643 (Q) 小林 功実 スポーツクリエイトにしこくＴＳ 豊澤 友騎 60,61

60 332 豊澤 友騎 アスリードＴＡ 62,62 湯原 雅人

61 253 松井 健一 Ｍ-ｓｐｏｒｔｓ 邨上 将春 61,60

62 199 邨上 将春 荏原ＳＳＣ 61,67(1),41RET 湯原 雅人

63 1269 (WC) 嶋田 瑛介 秀明英光高校 湯原 雅人 62,61

64 48 (2) 湯原 雅人 Ｆテニス 60,62

選手立会人：矢野　洋
(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） 斉藤　秀
(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
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