
２００７　アポロコースト 白子オープン ｉｎ スプリング ２００７．４．１６（MON）～４．２１（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 60 (1) 道田 光 殿山ＴＧ 道田 光

2 1718 (LL) 古橋 保孝 千葉県庁硬式テニス部 61,61 道田 光

3 419 佐々 政洋 ＪＩＴＣ 福田 啓友 62,76(3)

4 412 福田 啓友 ニッケコルトンＴＧ 60,61 道田 光

5 (Q) 松永 翔太 駒澤大学 松永 翔太 61,62

6 653 野口 剛路 エイムＴＡ 61,62 浜田 孝寛

7 1684 (WC) 浜田 孝寛 昭和学院秀英高校 浜田 孝寛 64,16,63

8 271 (14) 糸井 真幸 Ｋｅｎ’ｓ　ＩＴＳ 62,62 有松 達矢

9 230 (11) 有松 達矢 法政大学 有松 達矢 63,60

10 1103 新宮 崇広 法政大学 62,60 有松 達矢

11 676 花木 俊介 パインヒルズＴＡ 花木 俊介 61,60

12 547 宇井 啓 プロケネックス 63,62 有松 達矢

13 426 石田 雄一 三友スポーツマネジメント 石田 雄一 62,61

14 2082 (Q) 小山 陵介 東京スポーツ・レクリエーション専門学校 64,63 浅沼 優太

15 1132 (LL) 田中 謙伍 フミヤエース市川ＴＡ 浅沼 優太 62,61

16 145 (6) 浅沼 優太 アポロコーストＴＣ 62,61 有松 達矢

17 126 (4) 向 和彦 アポロコーストＴＣ 向 和彦 62,61

18 (Q) 中根 彰吾 ロイヤルＳＣ ＴＣ 60,60 向 和彦

19 416 佐藤 匡広 日立市役所 牧野 達也 61,62

20 1451 (Q) 牧野 達也 志津テニスクラブ 61,36,62 向 和彦

21 2471 (Q) 岩田 拓也 東京学館高等学校 片岡 慎 WO

22 554 片岡 慎 みんなのテニス 61,63 片岡 慎

23 406 畠山 徹 藤原ＴＡ 平塚 真吾 63,61

24 300 (16) 平塚 真吾 オールサムズＴＣ 62.6 向 和彦

25 213 (9)(Q) 星村 純平 法政大学 星村 純平 16,76(6),63

26 717 (WC) 星野 武蔵 志津ＴＣ 62,75 星村 純平

27 828 石井 秀典 松原ＴＳ印西 小林 一真 36,63,62

28 648 小林 一真 法政大学 60,60 星村 純平

29 1262 (Q) 八角 慧次郎 志津ＴＣ 八角 慧次郎 63,60

30 1439 (Q) 小山 和裕 ＮＴＴ品川 60,62 八角 慧次郎

31 1626 (Q) 樋渡 賢太 フミヤエース市川ＴＡ 中嶋 理樹 WO

32 150 (7) 中嶋 理樹 オールサムズＴＣ 75,64 Winner: 本間 一弥
33 208 (8) 園田 智史 Ｔ．ＡＳＫＡ 園田 智史 75,63
34 1340 (Q) 吉池 將 東京スポーツ・レクリエーション専門学校 61,62 園田 智史

35 735 和知 利郎 ブリヂストンスポーツ 下村 岳人 63,63

36 643 下村 岳人 エバーグリーン 62,26,62 園田 智史

37 599 丸山 陽輔 上武大学 丸山 陽輔 64,62

38 1144 (Q) 佐久間 剛 Ｂ．Ｂ 75,46,61 増澤 創

39 693 横瀬 夏樹 大正セントラルテニス 増澤 創 60,36,76(5)

40 223 (10) 増澤 創 ファーイースト 61,61 高西 朋

41 246 (13) 荒井 秀之 ＴＯＳＨＩＢＡ　ＦＵＣＨＵ 河野 陽介 62,62

42 511 (WC) 河野 陽介 ＦＴＣ 46,64,64 塚田 一真

43 1416 (Q) 塚田 一真 ビッグＫ 塚田 一真 76(5),57,64

44 461 澤田 琢哉 日清横浜 64,62 高西 朋

45 940 渡辺 景一 美浜ＴＧ 渡辺 景一 60,61

46 346 山崎 融 ＫＩＴＣ 60,61 高西 朋

47 757 (Q) 田中 新一 Ｋｅｎ’ｓ　ＩＴＳ 高西 朋 63,63

48 73 (3) 高西 朋 フリー 75,64 本間 一弥

49 135 (5) 本間 一弥 法政大学 本間 一弥 61,63

50 900 島田 豊 ＳＣルネサンス幕張 61,61 本間 一弥

51 828 鈴木 勝人 グリーンＴＰ 山本 武信 61,60

52 504 山本 武信 サンＴＡ 62,62 本間 一弥

53 856 (WC) 篠崎 仁志 アポロコーストＴＣ 篠崎 仁志 60,60

54 539 荒井 真彦 ＴＴＣ 61,60 後藤 康信

55 1867 (LL) 新田 祐渡 駒澤大学 後藤 康信 75,75

56 235 (12) 後藤 康信 オールサムズＴＣ 63,62 本間 一弥

57 285 (15) 下村 徹 オールサムズＴＣ 下村 徹 62,75

58 1801 (Q) 衛藤 佑樹 ルネサンス幕張 61,62 下村 徹

59 763 篠崎 博人 楠クラブ 松根 達也 61,62

60 1197 (WC) 松根 達也 フミヤエース市川ＴＡ 61,63 林 雄也

61 1032 中川 裕章 殿山ＴＧ 川又 巧人 60,62

62 1684 (LL) 川又 巧人 ＴＴＣ 61,60 林 雄也

63 616 (Q) 林 雄也 法政大学 林 雄也 61,60

64 (LL) 奥田 良太 上武大学 61,62 選手立会人：江積 壮大

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


