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２００５　アポ ト オープ ンター ）ロコース 白子 ン ｉｎ ウイ２００５．１２．５（MON ～１２．１０（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 41 (1) 大内 海 エストＴＣ 大内 海

2 832 (WC) 土居 諒太 フミヤエース 63,46,76(6) 大内 海

3 296 杉沢 慎介 プロケネック 根本 尚輝 60,60

4 1194 (Q) 根本 尚輝 Ｔｅａｍ Ｍａｔｓ 26,62,64 大内 海

5 367 (LL) 小島 大将 ルネサンス水 高橋 隼 75,60

6 345 高橋 隼 東海大菅生 60,75 高橋 隼

7 610 (Q) 本田 和也 Ｓｉｎｏｎｅ Ｔｅｎ 本田 和也 63,64

8 130 (13) 山岸 圭太郎三菱電機 WO 大内 海

9 112 (11) 宮坂 元人 明海大学 宮坂 元人 60,62

10 969 (Q) 鈴木 佳太 トマトＴＣ 75,62 小林 一真

11 204 筆坂 哲人 アステラス製 小林 一真 63,75

12 915 (WC) 小林 一真 ＴＴＣ 61,62 小林 一真

13 2020 (Q) 野上 流星 テニスステー 野上 流星 36,60,64

14 750 (WC) 篠崎 仁志 アポロコース 75,75 野上 流星

15 964 (Q) 月村 隼人 フミヤエース 松井 健一 62,62

16 82 (6) 松井 健一 ＴＯＳＳ．ＴＳ用 62,64 磯辺 孝太郎

17 62 (3) 道田 光 殿山ＴＧ 道田 光 63,61

18 184 福田 啓友 ニッケコルトンＴ 62,62 道田 光

19 276 中嶋 理樹 鷹之台ＴＣ 石岡 孝浩 63,76(4)

20 240 (Q) 石岡 孝浩 日本大学 64,62 道田 光

21 334 園田 智史 Ｔ．ＡＳＫＡ 園田 智史 75,63

22 299 中村 康仁 クレールＩＴＳ 60,62 園田 智史

23 281 赤城 純二 赤城アカデミ 浅沼 優太 61,36,64

24 133 (15) 浅沼 優太 アポロコース 63,61 磯辺 孝太郎

25 101 (10) 渡辺 晃 ＴＴＣ 渡辺 晃 36,64,63

26 138 佐藤 彰洋 キヤノン 62,61 小岩 辰士

27 354 畠山 徹 荏原ＳＳＣ 小岩 辰士 61,61

28 310 小岩 辰士 シンズあざみ 61,62 磯辺 孝太郎

29 (Q) 竹浪 康弘 千葉商科大 竹浪 康弘 63,62

30 218 吉岡 俊亮 ＴＥＮＮＩＳ ＣＬ 61,63 磯辺 孝太郎

31 1553 (Q) 八角 慧次郎志津ＴＣ 磯辺 孝太郎 64,60

32 85 (7) 磯辺 孝太郎鎌倉シーサイ 62,62 Winner: 伊藤 竜馬
33 90 (8) 大長 卓也 三友スポーツ 山本 貴博 60,63
34 174 山本 貴博 ロブィング 26,60,64 下村 徹

35 229 下村 徹 オールサムズＴ 下村 徹 63,61

36 160 宇井 啓 プロケネック 61,63 下村 徹

37 143 武藤 哲哉 テニスショップＢ 武藤 哲哉 60,64

38 (Q) 岩室 仁 テニスパーク 06,64,22,RET 千場 大輔

39 187 千場 大輔 志津ＴＣ 千場 大輔 61,63

40 93 (9) 川島 聡 コナミＳＣ津田 WO 下村 徹

41 131 (14)(Q) 黒田 純一 グリーンテニ 黒田 純一 64,64

42 1767 (WC) 林 宏昭 美浜ＴＧ 64,62 黒田 純一

43 723 (WC) 後藤 康信 千葉商科大 後藤 康信 63,62

44 162 宮川 博志 ＴＣ大原野 60,60 黒田 純一

45 (Q) 湊 邦義 志津ＴＣ 湊 邦義 46,64,40,RET

46 (Q) 本庄 勇治 東京理科大 61,61 湊 邦義

47 192 佐藤 一夫 マサスポーツ 柵瀬 大吾 61,62

48 71 (4) 柵瀬 大吾 荏原ＳＳＣ 62,60 伊藤 竜馬

49 78 (5) 伊藤 竜馬 長尾谷高校 伊藤 竜馬 62,60

50 213 高橋 正人 ＤＯ　ＩＴＳ 60,60 伊藤 竜馬

51 196 陶延 哲也 ブリヂストン 陶延 哲也 10,RET

52 313 市川 和俊 ＣＡＳＳ　ＩＴＣ 64,63 伊藤 竜馬

53 (Q) 穴田 裕介 亜細亜大学 穴田 裕介 60,60

54 341 平塚 真吾 オールサムズＴ 61,60 穴田 裕介

55 290 糸井 真幸 Ｋｅｎ’ｓ　ＩＴＳ 守本 光伸 62,60

56 128 (12) 守本 光伸 ＴＰＬトレクティ 63,64 伊藤 竜馬

57 134 (16) 清水 雄一 赤城アカデミ 清水 雄一 61,75

58 924 (LL) 林 紘太郎 てにすシンド 61,61 菅原 淳二

59 2103 (Q) 和泉 侃 コートピア大 菅原 淳二 61,60

60 251 菅原 淳二 キリンＳＣ 61,62 向 和彦

61 629 (WC) 風早 一樹 志津ＴＣ 風早 一樹 61,60

62 282 江頭 修 ＴＥＡＭ　ＺＥＳ 62,61 向 和彦

63 445 (Q) 柴田 貴之 フミヤＴＳ市川 向 和彦 64,64

64 46 (2) 向 和彦 アポロコース 61,62 選手立会人 浅沼 優太

(1)～(16)：シード順位 　　　　　(WC)：ワイルドカード(主催者推薦）選手 土居 諒太



(Q)：予選勝者 　　　　　(LL)：予選敗者繰り上がり（ﾗｯｷｰﾙｰｻﾞｰ）

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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