
２００７　アポロコースト 白子オープン ｉｎ サマー
男子シングルス予選①～⑧

Ｒａｎｋ Ｓｅｅｄ/Ｓｔ． 名前 所属 Semifinals Final

1 379 (1) 岩月 猛泰 日本大学 本戦へ

2 　Ｂｙｅ 秋本 伸久

3 小野 情 亜細亜大学 秋本 伸久

4 1453 秋本 伸久 東海大学 83 清水 俊輔

5 清水 俊輔 たちかわＪＴＡ 清水 俊輔 80

6 1870 長谷川 哲一 ＫＣＪＴＡ 80 清水 俊輔

7 　Ｂｙｅ 鈴木 勝人 80

8 785 (21) 鈴木 勝人 グリーンＴＰ

9 389 (2) 佐藤 匡広 日立市役所 本戦へ

10 　Ｂｙｅ 竹内 遥丞

11 竹内 遥丞 オールサムズＴＣ 竹内 遥丞

12 2019 和田 健太郎 慶應義塾大学 84 鈴木 俊哉

13 服部 将大 中央大学 鈴木 俊哉 80

14 鈴木 俊哉 駿台甲英高校 81 鈴木 俊哉

15 新畑 貴之 ＳＰＯＲＴＳ　ＳＵＮＲＩＳＥ 田中 謙伍 84

16 899 (30) 田中 謙伍 日本大学 80

17 391 (3) 佐々 政洋 ＪＩＴＣ 佐々 政洋

18 　Ｂｙｅ 郷田 哲

19 1752 長久保 勇太 亜細亜大学 郷田 哲 82

20 郷田 哲 ミヤムラテニスセンター 84 風早 一樹

21 1365 鈴木 麻冬 オールサムズＴＣ 栗山 大輔 81

22 1298 栗山 大輔 法政大学 84 風早 一樹

23 1380 平田 大輔 日本大学 風早 一樹 83

24 877 (27) 風早 一樹 亜細亜大学 81

25 407 (4) 伊藤 真一 Ｔ・Ｔチーム 伊藤 真一

26 　Ｂｙｅ 中村 友洸

27 1870 中村 友洸 日本大学 中村 友洸 83

28 1243 松田 直也 コナミＳＣ西船橋 82 國盛 充知人

29 1578 矢崎 織 山梨学院附属高校 矢崎 織 81

30 971 田中 秀和 法政大学 81 國盛 充知人

31 　Ｂｙｅ 國盛 充知人 83

32 598 (17) 國盛 充知人 慶應義塾大学

33 415 (5) 林 雄也 法政大学 林 雄也

34 　Ｂｙｅ 林 雄也

35 柏木 佑介 慶應義塾大学 青木 翔 84

36 青木 翔 亜細亜大学 80 林 雄也

37 石川 聖 日本大学 石川 聖 84

38 本宮 知之 日本大学 82 山口 修平

39 　Ｂｙｅ 山口 修平 85

40 814 (23) 山口 修平 東海大学

41 420 (6) 畠山 徹 藤原ＴＡ 畠山 徹

42 　Ｂｙｅ 田中 宏典

43 947 加藤 高明 ＳＥＥＤ　ＴＣ 田中 宏典 80

44 田中 宏典 ＴＴＣ 84 畑山 優也

45 江成 雅俊 東京大学 田辺 拓良 85

46 田辺 拓良 亜細亜大学 83 畑山 優也

47 　Ｂｙｅ 畑山 優也 82

48 852 (24) 畑山 優也 Ｋ－ＴＥＮＮＩＳ　ＴＲＡＩＮＩＮＧ

49 423 (7) 河野 陽介 ＦＴＣ 河野 陽介

50 　Ｂｙｅ 河野 陽介

51 1207 高橋 健司 アポロコーストＴＣ 高橋 健司 80

52 1973 大久保 玲二 千葉県テニス協会個人会員 80 山口 優治

53 飯島 健太 テニスビジョン 山口 優治 83

54 1110 山口 優治 荏原ＳＳＣ 82 山口 優治

55 　Ｂｙｅ 浜口 恭寿 80

56 686 (20) 浜口 恭寿 瀬田ＴＳ

57 436 (8) 種村 浩太郎 テニスＤＩＯ湘南 種村 浩太郎

58 　Ｂｙｅ 高柳 章人

59 高柳 章人 慶應義塾大学 高柳 章人 86

60 笠原 哲治 一宮町ＴＣ 81 高柳 章人

61 中津 雅之 千葉大学 中津 雅之 82

62 柴 卓也 東海大学 81 中津 雅之

63 渡辺 哲平 慶應義塾大学 佐久間 剛 97

64 904 (31) 佐久間 剛 Ｂ．Ｂ 98(6)
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男子シングルス予選⑨～⑯

Ｒａｎｋ Ｓｅｅｄ/Ｓｔ． 名前 所属 Semifinals Final

65 438 (9) 山本 武信 サンＴＡ 山本 武信

66 　Ｂｙｅ 皆川 慶太

67 皆川 慶太 慶應義塾大学 皆川 慶太 82

68 坂牧 一真 みんなのテニス 98(4) 高橋 隼

69 古庄 卓人 慶應義塾大学 古庄 卓人 81

70 1152 藤原 彰人 京急テニスヴィレッジ 81 高橋 隼

71 溝河 祥 東京理科大学 高橋 隼 85

72 877 (26) 高橋 隼 亜細亜大学 81

73 450 (10) 荒井 真彦 ＴＴＣ 荒井 真彦

74 　Ｂｙｅ 脇谷 大二郎

75 1534 脇谷 大二郎 東海大学 脇谷 大二郎 80

76 962 吉川 雅修 ユニバーサルＴＡ WO 脇谷 大二郎

77 境野 涼 上武大学 境野 涼 82

78 1218 水内 智史 杉並テニススポット 84 島田 豊

79 　Ｂｙｅ 島田 豊 81

80 810 (22) 島田 豊 ＳＣルネサンス幕張

81 499 (11) 澤田 琢哉 日清横浜 澤田 琢哉

82 　Ｂｙｅ 斉藤 秀

83 1298 斉藤 秀 荏原ＳＳＣ 斉藤 秀 81

84 岩崎 泰英 慶応義塾大学 81 斉藤 秀

85 柳沼 周平 日本大学 鳥屋 智大 98(5)

86 1406 鳥屋 智大 筑波大学 82 鳥屋 智大

87 　Ｂｙｅ 和知 利郎 83

88 681 (18) 和知 利郎 ブリヂストンスポーツ

89 507 (12) 干場 隆司 ベルビューＴＣ 干場 隆司

90 　Ｂｙｅ 樋渡 賢太

91 1059 田元 龍馬 日本大学 樋渡 賢太 82

92 1578 樋渡 賢太 フミヤエース市川ＴＡ 85 樋渡 賢太

93 林 彰洋 正栄ボンバーズ 礒部 恭史 81

94 礒部 恭史 千葉大学 86 礒部 恭史

95 新島 淳一 武蔵野ドームＴＳ 小山 和裕 83

96 905 (32) 小山 和裕 ＮＴＴ品川 84

97 526 (13) 井門 敬博 ユニバーサルＴＡ 井門 敬博

98 　Ｂｙｅ 牧野 達也

99 1002 牧野 達也 志津ＴＣ 牧野 達也 81

100 遠藤 慎也 東海大学 80 牧野 達也

101 北里 竜郎 青葉台ローンＪＴＡ 北里 竜郎 84

102 二宮 直樹 ユニバーサルＴＡ 80 北里 竜郎

103 1856 伊崎 信之 手塚ＴＳ 伊崎 信之 86

104 874 (25) 大貫 雅仁 東京スポーツ・レクリエーション専門学校 81

105 538 (14) 亀野 正拓 すがの台 亀野 正拓

106 　Ｂｙｅ 泉 和宏

107 1114 泉 和宏 東海大学 泉 和宏 81

108 1436 小杉 周平 慶應義塾大学 81 泉 和宏

109 細谷 道郎 フリー 藤枝 宏之 80

110 1759 藤枝 宏之 東京成徳大学 84 藤枝 宏之

111 　Ｂｙｅ 石井 秀典 81

112 684 (19) 石井 秀典 松原ＴＳ印西

113 550 (15) 伊藤 佳祐 東海大学 伊藤 佳祐

114 　Ｂｙｅ 伊藤 佳祐

115 1436 鹿嶋 啓介 Ｋｅｎ’ｓ　ＩＴＳ 佐藤 悠貴 84

116 佐藤 悠貴 上武大学 85 増尾 優太郎

117 高橋 和也 法政大学 増尾 優太郎 85

118 増尾 優太郎 ＴＴＣ 86 増尾 優太郎

119 1065 今井 敏之 千葉県テニス協会個人会員 八角 慧次郎 83

120 886 (28) 八角 慧次郎 志津ＴＣ 83

121 554 (16) 河原 純 亜細亜大学 河原 純

122 　Ｂｙｅ 河原 純

123 955 杉田 裕一 Ｔｅａｍ　Ｉ’ｚ 杉田 裕一 84

124 1543 菊地 弘晶 日本アイ・ビー・エム 84 河原 純

125 青木 亮太 千葉大学 青木 亮太 84

126 秋庭 洋史 スウェーデンテニスカレッジ WO 谷出 杏介

127 谷出 杏介 亜細亜大学 谷出 杏介 84

128 892 (29) 赤須 喜一郎 日立大みか 80
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