
２０１３　アポロコースト 白子オープン ｉｎ スプリング ２０１３．４．８（MON）～４．１３（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 78 (1) 岩本 翔平 Ｋｅｎ’ｓ　ＩＴＳ 千葉 岩本 翔平

2 　Ｂｙｅ 岩本 翔平

3 354 杉橋 三広 ＴＥＮＮＩＳ　ＦＯＯＬ　ＡＣＡＤＥＭＹ 松本 太一 64,75

4 599 松本 太一 サムライテニス 61,60 岩本 翔平

5 863 淡輪 淳五 大和オレンジボールＴＣ 宇佐美 優紀 60,61

6 430 宇佐美 優紀 マサスポーツシステム 60,62 宇佐美 優紀

7 566 越田 晃司 亜細亜大学 越田 晃司 46,63,61

8 292 (16) 糸井 真幸 Ｋｅｎ’ｓ　ＩＴＳ 63,41RET 岩本 翔平

9 222 (11) 井上 黄峰 ルネサンス 井上 黄峰 64,61

10 　Ｂｙｅ 井上 黄峰

11 882 佐野 功 ニッケテニスドーム佐倉 佐野 功 61,60

12 1073 小笠原 誉仁 公津の杜ＴＳ 60,61 渡辺 剛

13 360 渡辺 剛 荏原ＳＳＣ 渡辺 剛 10RET

14 311 松田 直也 コナミＳＣ西船橋 60,63 渡辺 剛

15 　Ｂｙｅ 井門 敬博 60,20RET

16 201 (6) 井門 敬博 テニスユニバース 岩本 翔平

17 128 (4) 三井 航 チームＺＩＰ 三井 航 63,63

18 　Ｂｙｅ 向 和彦

19 (WC) 佐藤 卓大 総武グリーンＴＣ 向 和彦 62,63

20 364 向 和彦 アポロコーストＴＣ 60,60 向 和彦

21 858 齋藤 聡 足利ラヴ・オール 冨山 彬宏 10RET

22 冨山 彬宏 ＴＯＰインドアステージ 67(2),63,75 梁元 善貴

23 　Ｂｙｅ 梁元 善貴 64,60

24 268 (14) 梁元 善貴 レック興発 向 和彦

25 216 (9) 小畑 秀敏 千葉県テニス協会個人会員 小畑 秀敏 61,63

26 　Ｂｙｅ 小畑 秀敏

27 786 篠原 翼 ＶＯＴＡ 篠原 翼 46,76(4),64

28 長谷川 貴昭 ステップスポーツ 60,60 宮本 大勢

29 716 大久保 真人 テニスユニバース 宮本 大勢 64,36,64

30 1056 (WC) 宮本 大勢 志津ＴＣ 61,62 宮本 大勢

31 　Ｂｙｅ 松岡 晃平 61,64

32 206 (7) 松岡 晃平 ボーンズ Winner: 泉 和宏
33 156 (5) 花木 俊介 アップルＴＣ 花木 俊介 64,75
34 　Ｂｙｅ 花木 俊介

35 984 中村 秀晃 フミヤエース市川ＴＡ 牧野 陽介 10RET

36 (WC) 牧野 陽介 志津ＴＣ 75,64 磯辺 孝太郎

37 770 磯辺 孝太郎 アートスポーツ 磯辺 孝太郎 64,64

38 1155 横川 真樹 上武大学 62,60 磯辺 孝太郎

39 　Ｂｙｅ 大長 卓也 60,60

40 241 (12) 大長 卓也 三友スポーツマネジメント 磯辺 孝太郎

41 264 (13) 山崎 融 ＫＩＴＣ 山崎 融 67(8),75,62

42 　Ｂｙｅ 鍛代 悟

43 鍛代 悟 亜細亜大学 鍛代 悟 60,60

44 339 小渕 智史 南市川ＴＧ 60,60 鍛代 悟

45 389 佐々 政洋 ＪＩＴＣ 谷口 侑司 64,61

46 629 谷口 侑司 チームＺＩＰ 76(4),75 中村 秀貴

47 　Ｂｙｅ 中村 秀貴 63,62

48 95 (3) 中村 秀貴 フミヤエース市川ＴＡ 泉 和宏

49 212 (8) 道田 光 ＴＩ－Ｃｕｂｅ 道田 光 63,62

50 　Ｂｙｅ 道田 光

51 536 勢司 英生 緑ヶ丘ＴＧ 川角 武史 60,62

52 323 川角 武史 メットライフアリコ 62,60 道田 光

53 676 渡辺 碧人 慶應義塾大学 安富祖 秀成 61,61

54 421 安富祖 秀成 エスポワール伊佐沼 75,57,64 秋本 伸久

55 　Ｂｙｅ 秋本 伸久 61,64

56 217 (10) 秋本 伸久 フミヤエース市川ＴＡ 泉 和宏

57 281 (15) 長濱 勇太 武蔵野ドームＴＳ 長濱 勇太 63,26,62

58 1024 河野 陽介 ＦＴＣ 63,61 高野 健一

59 677 井元 俊太 越谷グリーンＴＣ 高野 健一 63,63

60 1507 (WC) 高野 健一 駒澤大学 60,60 泉 和宏

61 350 林 昌幸 ビックマウンテンＴＣ 守本 光伸 76(10),63

62 307 守本 光伸 ＴＰＬトレクティス･ラボ 60,62 泉 和宏

63 　Ｂｙｅ 泉 和宏 61,61

64 82 (2) 泉 和宏 オールサムズＴＣ

(1)～(16)：シード順位 　　　　　　　　　　　(WC)：ワイルドカード(主催者推薦）選手 選手立会人：高野 健一
(Q)：予選勝者 　　　　　　　　　　　(LL)：予選敗者繰り上がり（ﾗｯｷｰﾙｰｻﾞｰ）

(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


