
２００６　アポロコースト 白子オープン ｉｎ ウインター ２００６．１２．４（MON）～１２．９（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 57 (1) 西尾 隆信 テニスｔｅａｍ２４０ 西尾 隆信

2 233 (LL) 内山 伸一郎 スポーツラーニング 60,64 西尾 隆信

3 1800 (Q) 松根 達也 フミヤエース市川ＴＡ 小出 侑門 62,63

4 739 (Q) 小出 侑門 亜細亜大学 60,60 西尾 隆信

5 168 山口 雄大 三友スポーツマネージメント 山口 雄大 63,63

6 160 宮川 博志 ＴＣ大原野 62,62 高橋 洋昌

7 163 佐藤 彰洋 キヤノン 高橋 洋昌 62,67(2),75

8 145 (16) 高橋 洋昌 湘南ＩＴＣ 60,62 西尾 隆信

9 117 (10) 桑島 与明 垂水ＧＴＣ 後藤 康信 76(4),61

10 463 (Q) 後藤 康信 オールサムズＴＣ 64,36,63 長尾 克己

11 182 長尾 克己 長尾谷高校 長尾 克己 60,61

12 222 今出川 隆史 上武大学 63,61 長尾 克己

13 732 (Q) 土居 諒太 フミヤエース市川ＴＡ 岩月 猛泰 60,64

14 412 (Q) 岩月 猛泰 日本大学 61,61 岩月 猛泰

15 226 中嶋 理樹 オールサムズＴＣ 中嶋 理樹 61,61

16 1231 (LL) 大田 祐也 亜細亜大学 61,64 三橋 淳

17 66 (3) 奥 大賢 長尾谷高校 奥 大賢 64,61

18 1036 (Q) 星野 武蔵 志津ＴＣ 62,75 奥 大賢

19 622 (Q) 花渕 雅暉 ウエストグリーンＴＣ 吉岡 俊亮 61,60

20 215 吉岡 俊亮 ＴＥＮＮＩＳ ＣＬＵＢ ＹＯＳＨＩＯＫＡ 63,26,62 三橋 淳

21 (WC) 田中 謙伍 フミヤエース市川ＴＡ 三橋 淳 63,61

22 220 三橋 淳 駿台甲英高校 60,63 三橋 淳

23 326 (LL) 秋庭 洋史 厚木国際ＴＣ 大長 卓也 61,61

24 126 (13) 大長 卓也 三友スポーツマネジメント 36,75,62 三橋 淳

25 114 (9) 朱 邦基 上尾ＴＣ 篠川 智大 61,64

26 218 篠川 智大 長尾谷高校 63,76(2) 篠川 智大

27 995 (WC) 篠崎 仁志 アポロコーストＴＣ 篠崎 仁志 63,63

28 154 渡辺 晃 ＴＴＣ 61,61 篠川 智大

29 518 (Q) 高橋 隼 亜細亜大学 高橋 隼 75,63

30 159 清水 雄一 赤城アカデミー 60,62 宮下 誠史

31 710 (WC) 河野 陽介 アキモトＴＡ 宮下 誠史 61,16,60

32 107 (7) 宮下 誠史 富士ＴＣ 63,64 Winner: 三橋 淳
33 69 (5) 小畑 秀敏 フミヤエース市川ＴＡ 小畑 秀敏 64,64
34 450 (Q) 林 紘太郎 ＨＴ２ 60,60 小畑 秀敏

35 (WC) 渡辺 景一 美浜ＴＧ 河合 陽太 76(4),16,63

36 187 河合 陽太 国立インドアテニススポット 63,61 黒田 純一

37 213 板東 賢寛 新横浜ＰＨＩＴＣ 丹羽 理 57,64,76(3)

38 832 (Q) 丹羽 理 亜細亜大学 64,36,64 黒田 純一

39 165 篠原 剛 目黒ＴＣ 黒田 純一 63,52 RET

40 123 (11) 黒田 純一 グリーンＴＰ 63,63 竹下 直輝

41 136 (14) 柴田 貴之 フミヤエース市川ＴＡ 天野 真廣 36,63,60

42 208 天野 真廣 東海大学 26,60,62 天野 真廣

43 197 根本 修宏 ヤナギ 藤澤 宏行 62,64

44 292 (Q) 藤澤 宏行 日本大学 62,62 竹下 直輝

45 (LL) 五藤 恭平 亜細亜大学 竹下 直輝 64,67(3),62

46 235 (Q) 竹下 直輝 日本大学 62,63 竹下 直輝

47 183 下村 徹 オールサムズＴＣ 高西 朋 63,75

48 67 (4) 高西 朋 フリー 64,36,64 仁木 拓人

49 113 (8) 仁木 拓人 木曜会 仁木 拓人 36,64,62

50 217 尾崎 陽 緑ＴＧ 62,61 仁木 拓人

51 452 (Q) 細谷 亮太 ＴＴＣ 久松 亮太 57,64,64

52 297 (Q) 久松 亮太 ㈱バリュー・フロンティア 75,16,62 仁木 拓人

53 179 佐藤 一夫 マサスポーツシステム 熊沢 武 63,60

54 189 熊沢 武 富士ＴＣ 63,63 浅沼 優太

55 147 野上 流星 新潟ジャンボＩＴＳ 浅沼 優太 63,75

56 125 (12) 浅沼 優太 アポロコーストＴＣ 63,62 仁木 拓人

57 143 (15) 守本 光伸 ＴＰＬトレクティスラボ 守本 光伸 64,62

58 956 (WC) 間彦 学武 八王子ＴＳ 63,64 杉本 晃祐

59 375 (Q) 杉本 晃祐 長尾谷高校 杉本 晃祐 61,61

60 155 野口 正裕 成城ＪＴＡ 61,62 道田 光

61 185 中村 康仁 クレールＩＴＳ 園田 智史 63,75

62 225 園田 智史 Ｔ．ＡＳＫＡ 60,62 道田 光

63 778 (WC) 月村 隼人 大阪ＴＡ 道田 光 60,75

64 64 (2) 道田 光 殿山ＴＧ 62,63 選手立会人：小林 一真

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


