
２００７　アポロコースト 白子オープン ｉｎ サマー ２００７．６．２５（MON）～６．３０（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 46 (1) 八木 宏和 リコー 八木 宏和

2 175 星村 純平 法政大学 67(4),63,75 八木 宏和

3 728 (WC) 篠崎 仁志 アポロコーストＴＣ 篠崎 仁志 63,61

4 343 千嶋 章也 すぎなＴＣ 75,61 鈴木 俊哉

5 353 中村 信幸 ＴＴＣ 畑山 優也 76(5),16,63

6 926 (Q) 畑山 優也 Ｋ－ＴＥＮＮＩＳ　ＴＲＡＩＮＩＮＧ 60,60 鈴木 俊哉

7 (Q) 鈴木 俊哉 駿台甲英高校 鈴木 俊哉 61,60

8 138 (16) 野口 正裕 成城ＪＴＡ 75,61 鈴木 俊哉

9 110 (11) 森実 翼 桜田倶楽部 清水 俊輔 76(2),63

10 519 (Q) 清水 俊輔 たちかわＪＴＡ 60,62 清水 俊輔

11 266 平塚 真吾 オールサムズＴＣ 平塚 真吾 60,61

12 261 市川 和俊 ＣＡＳＳ　ＩＴＳ 60,62 清水 俊輔

13 265 糸井 真幸 Ｋｅｎ’ｓ　ＩＴＳ 谷 康平 64,36,64

14 308 谷 康平 法政大学 60,62 谷 康平

15 757 (Q) 高橋 隼 亜細亜大学 小岩 辰士 63,76(4)

16 83 (7) 小岩 辰士 旅ポケドットコム 62,62 鈴木 俊哉

17 65 (4) 高西 朋 フリー 河原 純 36,76(4),61

18 568 (Q) 河原 純 亜細亜大学 06,64,63 河原 純

19 283 月村 隼人 大阪ＴＡ 月村 隼人 36,62,75

20 307 喜多 元明 Ｆテニス 67(2),75,63 河原 純

21 (Q) 増尾 優太郎 ＴＴＣ 岩月 猛泰 60,64

22 384 岩月 猛泰 日本大学 16,63,64 岩月 猛泰

23 370 鈴木 隆宏 松原ＴＳ印西 鈴木 隆宏 61,61

24 1499 (LL) 秋本 伸久 東海大学 62,63 林 雄也

25 96 (9) 山崎 雄大 旅ポケドットコム 山崎 雄大 63,75

26 (WC) 高野 健一 アポロコーストＴＣ 60,61 林 雄也

27 392 佐藤 匡広 日立市役所 林 雄也 64,60

28 428 (Q) 林 雄也 法政大学 60,61 林 雄也

29 893 (Q) 風早 一樹 亜細亜大学 風早 一樹 64,67(4),64

30 197 園田 智史 Ｔ．ＡＳＫＡ 57,62,61 柵瀬 大吾

31 341 井上 貴博 亜細亜大学 柵瀬 大吾 60,61

32 79 (6) 柵瀬 大吾 ＡＩＭ 46,61,61 Winner: 鈴木 俊哉
33 71 (5) 大内 海 エストＴＣ 大内 海 16,62,63
34 356 山崎 融 ＫＩＴＣ 60,60 國盛 充知人

35 310 小副川 隆章 シチズンＴＳ 國盛 充知人 63,75

36 600 (Q) 國盛 充知人 慶應義塾大学 60,60 藤田 瑞飛

37 853 (WC) 土居 諒太 亜細亜大学 土居 諒太 63,62

38 819 (Q) 牧野 達也 志津ＴＣ 60,61 藤田 瑞飛

39 1617 (Q) 樋渡 賢太 フミヤエース市川ＴＡ 藤田 瑞飛 64,62

40 109 (10) 藤田 瑞飛 法政大学 63,64 藤田 瑞飛

41 127 (14) 天野 真廣 東海大学 天野 真廣 62,36,62

42 1194 (WC) 小副川 悦朗 日本大学 63,62 天野 真廣

43 1194 (Q) 泉 和宏 東海大学 泉 和宏 36,62,64

44 906 (WC) 浜田 孝寛 昭和学院秀英高校 60,61 末田 英

45 (Q) 高柳 章人 慶應義塾大学 高柳 章人 64,63

46 185 渡辺 晃 ＴＴＣ 62,62 末田 英

47 302 川田 利一 上の原Ｔ．Ｆｒ． 末田 英 60,61

48 53 (3) 末田 英 協和発酵工業株式会社 62,62 藤田 瑞飛

49 (LL) 谷出 杏介 亜細亜大学 脇谷 大二郎 64,63

50 1585 (Q) 脇谷 大二郎 東海大学 61,61 山口 優治

51 1137 (Q) 山口 優治 荏原ＳＳＣ 山口 優治 63,76(4)

52 181 向 和彦 アポロコーストＴＣ 64,76(4) 山口 優治

53 614 (WC) 小林 一真 法政大学 小林 一真 62,67(3),64

54 275 山岸 圭太郎 三菱電機 WO 浅沼 優太

55 158 浅沼 優太 アポロコーストＴＣ 浅沼 優太 36,76(5),64

56 119 (12) 野上 流星 新潟ジャンボＩＴＳ 62,63 横井 亮介

57 124 (13) 横井 亮介 協和発酵 横井 亮介 64,36,76(5)

58 192 後藤 康信 オールサムズＴＣ 62,60 横井 亮介

59 385 阿部 允人 Ｒ－ＰＲＯＪＥＣＴ 赤城 純二 60,61

60 151 赤城 純二 赤城テニス企画 62,60 横井 亮介

61 879 (Q) 斉藤 秀 荏原ＳＳＣ 斉藤 秀 61,64

62 238 岡崎 康太 日本大学 76(3),64 斉藤 秀

63 1900 (LL) 中村 友洸 日本大学 植村 勇紀 36,63,62

64 48 (2) 植村 勇紀 ＳＰＯＲＴＳ　ＳＵＮＲＩＳＥ 64,63 選手立会人：山口 優治

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


