
２００７　アポロコースト 白子オープン ｉｎ スプリング
男子シングルス予選①～⑯

Ｒａｎｋ Ｓｅｅｄ/Ｓｔ． 名前 所属 Final

1 213 (1) 星村 純平 法政大学 星村 純平

2 　Ｂｙｅ 星村 純平

3 長谷川 哲一 ＫＣＪＴＡ 青木 亮太 81

4 (25) 青木 亮太 千葉大学 84

5 616 (2) 林 雄也 法政大学 林 雄也

6 　Ｂｙｅ 林 雄也

7 千田 航平 コートピア大泉ＴＣ 藤枝 宏之 81

8 (30) 藤枝 宏之 東京成徳大学 82

9 757 (3) 田中 新一 Ｋｅｎ’ｓ　ＩＴＳ 田中 新一

10 　Ｂｙｅ 田中 新一

11 　Ｂｙｅ 新田 祐渡 84

12 1867 (19) 新田 祐渡 駒澤大学

13 1032 (4) 中川 裕章 殿山ＴＧ 本戦へ

14 　Ｂｙｅ 中根 彰吾

15 中根 彰吾 ロイヤルＳＣ ＴＣ 中根 彰吾

16 (28) 松森 隆裕 ＴＴＣ 82

17 1103 (5) 新宮 崇広 法政大学 本戦へ

18 　Ｂｙｅ 松永 翔太

19 松永 翔太 駒澤大学 松永 翔太

20 (26) 原口 雄太 志津ＴＣ 84

21 1132 (6) 田中 謙伍 フミヤエース市川ＴＡ 田中 謙伍

22 　Ｂｙｅ 衛藤 佑樹

23 　Ｂｙｅ 衛藤 佑樹 82

24 1801 (18) 衛藤 佑樹 ルネサンス幕張

25 1144 (7) 佐久間 剛 Ｂ．Ｂ 佐久間 剛

26 　Ｂｙｅ 佐久間 剛

27 三浦 大義 コートピア大泉ＴＣ 三浦 大義 82

28 (32) 笠原 哲治 一宮町ＴＣ 83

29 1262 (8) 八角 慧次郎 志津ＴＣ 八角 慧次郎

30 　Ｂｙｅ 八角 慧次郎

31 奥田 良太 上武大学 奥田 良太 85

32 (27) 塩川 幸司朗 コートピア大泉ＴＣ 80

33 1340 (9) 吉池 將 東京スポーツ・レクリエーション専門学校 吉池 將

34 　Ｂｙｅ 吉池 將

35 石井 開 コートピア大泉ＴＣ 石井 開 82

36 (29) 江積 壮大 高崎ＴＣ 97

37 1392 (10) 河原田 翔平 東京スポーツ・レクリエーション専門学校 河原田 翔平

38 　Ｂｙｅ 小山 陵介

39 林 達彌 ヤナギ 小山 陵介 86

40 2082 (23) 小山 陵介 東京スポーツ・レクリエーション専門学校 98(2)

41 1392 (11) 高橋 健司 アポロコーストＴＣ 高橋 健司

42 　Ｂｙｅ 高橋 健司

43 　Ｂｙｅ 鹿嶋 啓介 84

44 2025 (20) 鹿嶋 啓介 土気高校

45 1416 (12) 塚田 一真 ビッグＫ 塚田 一真

46 　Ｂｙｅ 塚田 一真

47 　Ｂｙｅ 古橋 保孝 81

48 1718 (17) 古橋 保孝 千葉県庁硬式テニス部

49 1439 (13) 小山 和裕 ＮＴＴ品川 小山 和裕

50 　Ｂｙｅ 小山 和裕

51 　Ｂｙｅ 水内 智史 84

52 2034 (21) 水内 智史 杉並テニススポット

53 1451 (14) 牧野 達也 志津テニスクラブ 牧野 達也

54 　Ｂｙｅ 牧野 達也

55 有我 雄汰 コートピア大泉ＴＣ 原田 真義 82

56 (31) 原田 真義 コートピア大泉ＴＣ WO

57 1626 (15) 樋渡 賢太 フミヤエース市川ＴＡ 樋渡 賢太

58 　Ｂｙｅ 樋渡 賢太

59 　Ｂｙｅ 松森 裕大 84

60 2035 (22) 松森 裕大 ＴＴＣ

61 1684 (16) 川又 巧人 ＴＴＣ 川又 巧人

62 　Ｂｙｅ 岩田 拓也

63 福田 諒平 上武大学 岩田 拓也 83

64 2471 (24) 岩田 拓也 東京学館高等学校 82

※第２５～３２シードはランキングのない選手の中から抽選にて決定しました。
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