
KOFU International Open Tennis 2018

SINGLES QUALIFYING DRAW
Week of City, Country Prize Money US$ Tourn. ID ITF Supervisor

Kofu, Japan 15000 Aoi Kobayashi
St. Rank

SeedFamily Name First name                             1st Round 2nd Round Finals Qualifiers

1 859 守谷　総一郎[1]

守谷　総一郎[1]守谷　総一郎[1]

守谷　総一郎[1] あきやま病院

あきやま病院あきやま病院

あきやま病院 a 守谷　総一郎[1]

2 Bye         

                

        a 守谷　総一郎[1]

3 清水一輝

清水一輝清水一輝

清水一輝 中央大学

中央大学中央大学

中央大学 a 清水一輝 62 63

4 WC 権太圭吾

権太圭吾権太圭吾

権太圭吾 慶応義塾大学

慶応義塾大学慶応義塾大学

慶応義塾大学 63 76(8) a

5 栗田健太

栗田健太栗田健太

栗田健太 テニスユニバース

テニスユニバーステニスユニバース

テニスユニバース a 栗田健太

6 井上海吏

井上海吏井上海吏

井上海吏 テニスユニバース

テニスユニバーステニスユニバース

テニスユニバース 64 63 b 斉藤　貴史[10]

7 Bye         

                

        b 斉藤　貴史[10] 57 63 60

8 1075 斉藤　貴史[10]

斉藤　貴史[10]斉藤　貴史[10]

斉藤　貴史[10] Team REC

Team RECTeam REC

Team REC

9 863 岡村　一成[2]

岡村　一成[2]岡村　一成[2]

岡村　一成[2] ストライプインターナショナル

ストライプインターナショナルストライプインターナショナル

ストライプインターナショナル a 岡村　一成[2]

10 Bye         

                

        a 岡村　一成[2]

11 中西　聖也

中西　聖也中西　聖也

中西　聖也 プロ・フリー

プロ・フリープロ・フリー

プロ・フリー b 小ノ澤　新 76(4) 60

12 1563 小ノ澤　新

小ノ澤　新小ノ澤　新

小ノ澤　新 エキスパートパワーシズオカ

エキスパートパワーシズオカエキスパートパワーシズオカ

エキスパートパワーシズオカ 62 60

13 田形諒平

田形諒平田形諒平

田形諒平 狛江インドアジュニアATPチーム

狛江インドアジュニアATPチーム狛江インドアジュニアATPチーム

狛江インドアジュニアATPチーム a 田形諒平

14 熊坂拓哉

熊坂拓哉熊坂拓哉

熊坂拓哉 亜細亜大学

亜細亜大学亜細亜大学

亜細亜大学 60 62 b 笹井　正樹[13]

15 Bye         

                

        b 笹井　正樹[13] 75 36 62

16 1193 笹井　正樹[13]

笹井　正樹[13]笹井　正樹[13]

笹井　正樹[13] SYSテニスクラブ

SYSテニスクラブSYSテニスクラブ

SYSテニスクラブ

17 866 羽澤　慎治[3]

羽澤　慎治[3]羽澤　慎治[3]

羽澤　慎治[3] イカイ

イカイイカイ

イカイ a 羽澤　慎治[3]

18 Bye         

                

        a 羽澤　慎治[3]

19 橋川泰典

橋川泰典橋川泰典

橋川泰典 日本大学

日本大学日本大学

日本大学 b 前崎直哉 46 62 61

20 前崎直哉

前崎直哉前崎直哉

前崎直哉 法政大学

法政大学法政大学

法政大学 64 64 a

21 1815 正林　知大

正林　知大正林　知大

正林　知大 中央大学

中央大学中央大学

中央大学 b 川上　倫平

22 1743 川上　倫平

川上　倫平川上　倫平

川上　倫平 荘原湘南スポーツセンター

荘原湘南スポーツセンター荘原湘南スポーツセンター

荘原湘南スポーツセンター 62 64 a 川上　倫平

23 Bye         

                

        b 白藤　成[11] 63 62

24 1154 白藤　成[11]

白藤　成[11]白藤　成[11]

白藤　成[11] プロ・フリー

プロ・フリープロ・フリー

プロ・フリー

25 879 井藤　祐一[4]　　

井藤　祐一[4]　　井藤　祐一[4]　　

井藤　祐一[4]　　 ライフ・エヌ・ピー

ライフ・エヌ・ピーライフ・エヌ・ピー

ライフ・エヌ・ピー a 井藤　祐一[4]　　

26 Bye         

                

        a 井藤　祐一[4]　　

27 1442 綿貫　敬介

綿貫　敬介綿貫　敬介

綿貫　敬介 明治安田生命

明治安田生命明治安田生命

明治安田生命 b 沼尻　啓介 61 20RET

28 1947 沼尻　啓介

沼尻　啓介沼尻　啓介

沼尻　啓介 沼尻産業

沼尻産業沼尻産業

沼尻産業 63 61 b

29 1743 田代　悠雅

田代　悠雅田代　悠雅

田代　悠雅 トップラン

トップラントップラン

トップラン a 田代　悠雅

30 1575 岸　僚太

岸　僚太岸　僚太

岸　僚太 橋本総業ホールディングス

橋本総業ホールディングス橋本総業ホールディングス

橋本総業ホールディングス 67(4) 63 60 b 竹島　駿朗[12]

31 Bye         

                

        b 竹島　駿朗[12] 76(4) 16 62

32 1192 竹島　駿朗[12]

竹島　駿朗[12]竹島　駿朗[12]

竹島　駿朗[12] Team REC

Team RECTeam REC

Team REC

33 896 孟

孟孟

孟庆

庆庆

庆阳[5]

阳[5]阳[5]

阳[5] 台湾

台湾台湾

台湾 a 孟庆阳[5]

34 Bye         

                

        b 今村昌倫

35 吉川雄介

吉川雄介吉川雄介

吉川雄介 ロイヤルSCテニスクラブ

ロイヤルSCテニスクラブロイヤルSCテニスクラブ

ロイヤルSCテニスクラブ b 今村昌倫 75 61

36 WC 今村昌倫

今村昌倫今村昌倫

今村昌倫 慶応義塾大学

慶応義塾大学慶応義塾大学

慶応義塾大学 75 61

37 WC 川橋勇太

川橋勇太川橋勇太

川橋勇太 筑波大学

筑波大学筑波大学

筑波大学 a 川橋勇太

38 1870 田中　優之介

田中　優之介田中　優之介

田中　優之介 早稲田大学

早稲田大学早稲田大学

早稲田大学 63 61 a 川橋勇太

39 Bye         

                

        b ジェーミン・ソウル[15]62 63

40 1234 ジェーミン・ソウル[15]

ジェーミン・ソウル[15]ジェーミン・ソウル[15]

ジェーミン・ソウル[15] 韓国

韓国韓国

韓国
b

41 957 野口　莉央[6]

野口　莉央[6]野口　莉央[6]

野口　莉央[6] 明治安田生命

明治安田生命明治安田生命

明治安田生命 a 野口　莉央[6]

42 Bye         

                

        a 野口　莉央[6]

43 大塚健太郎

大塚健太郎大塚健太郎

大塚健太郎 神戸学院大学

神戸学院大学神戸学院大学

神戸学院大学 b 高村祐樹 46 75 63

44 WC 高村祐樹

高村祐樹高村祐樹

高村祐樹 早稲田大学

早稲田大学早稲田大学

早稲田大学 62 62 b

45 細谷　元基

細谷　元基細谷　元基

細谷　元基 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ

自由が丘インターナショナルテニスカレッジ自由が丘インターナショナルテニスカレッジ

自由が丘インターナショナルテニスカレッジ b 髙田　航輝

46 髙田　航輝

髙田　航輝髙田　航輝

髙田　航輝 佐鳴台ローンテニスクラブ

佐鳴台ローンテニスクラブ佐鳴台ローンテニスクラブ

佐鳴台ローンテニスクラブ 64 75 b 脇田　俊輔[14]

47 Bye         

                

        b 脇田　俊輔[14] 76(5) 46 76(3)

48 1213 脇田　俊輔[14]

脇田　俊輔[14]脇田　俊輔[14]

脇田　俊輔[14] Serbian Tennis Bridge

Serbian Tennis BridgeSerbian Tennis Bridge

Serbian Tennis Bridge
b

49 1034 菊池　玄吾[7]

菊池　玄吾[7]菊池　玄吾[7]

菊池　玄吾[7] 福井県体育協会

福井県体育協会福井県体育協会

福井県体育協会 a 菊池　玄吾[7]

50 　 Bye         

                

        a 菊池　玄吾[7]

51 高田真緒

高田真緒高田真緒

高田真緒 荏原湘南スポーツセンター

荏原湘南スポーツセンター荏原湘南スポーツセンター

荏原湘南スポーツセンター b 鈴木　昂 62 36 63

52 鈴木　昂

鈴木　昂鈴木　昂

鈴木　昂 エキスパートパワーシズオカ

エキスパートパワーシズオカエキスパートパワーシズオカ

エキスパートパワーシズオカ 60 60 a

53 KUBO Takahiro

KUBO TakahiroKUBO Takahiro

KUBO Takahiro ノアインドアステージ神戸垂水校

ノアインドアステージ神戸垂水校ノアインドアステージ神戸垂水校

ノアインドアステージ神戸垂水校 b 小倉孝介

54 WC 小倉孝介

小倉孝介小倉孝介

小倉孝介 早稲田大学

早稲田大学早稲田大学

早稲田大学 60 60 a 小倉孝介

55 Bye         

                

        b 坂井　勇仁[16] 64 63

56 1442 坂井　勇仁[16]

坂井　勇仁[16]坂井　勇仁[16]

坂井　勇仁[16] 早稲田大学

早稲田大学早稲田大学

早稲田大学

57 1066 王傲然[

王傲然[王傲然[

王傲然[8

88

8]

]]

] 中国

中国中国

中国 a 王傲然[8]

58 Bye         

                

        b 上杉　哲平

59 上

上上

上杉

杉杉

杉　

　　

　哲

哲哲

哲平

平平

平 テニスユニバース

テニスユニバーステニスユニバース

テニスユニバース a 上杉　哲平 76(8) 62

60 WC 古賀

古賀古賀

古賀大貴

大貴大貴

大貴 早稲田大学

早稲田大学早稲田大学

早稲田大学 64 26 63 a

61 山尾

山尾山尾

山尾　

　　

　玲

玲玲

玲貴

貴貴

貴 関

関関

関西大学

西大学西大学

西大学 a 山尾　玲貴

62 高

高高

高見沢岳飛

見沢岳飛見沢岳飛

見沢岳飛 亜細亜大学

亜細亜大学亜細亜大学

亜細亜大学 61 63 a 山尾　玲貴

63 Bye         

                

        b マリー・ジャック[9] 46 63 62

64 1067 マ

ママ

マリー・ジ

リー・ジリー・ジ

リー・ジャ

ャャ

ャック[

ック[ック[

ック[9

99

9]

]]

] ア

アア

アメ

メメ

メリカ

リカリカ

リカ b

Acc. ranking # Seeded players # Alternates Replacing Draw date/time:
Rkg Date

守谷　総一郎[1] マリー・ジャック[9] Last Accepted player
Top DA

岡村　一成[2] 斉藤　貴史[10]

熊坂　拓哉

Last DA
羽澤　慎治[3] 白藤　成[11]

Player representatives
井藤　祐一[4] 竹島　駿朗[12]

小倉　孝介

Seed ranking
孟庆阳[5] 笹井　正樹[13]

脇田　俊輔

Rkg Date
野口　莉央[6] 脇田　俊輔[14] Signature

Top seed
菊池　玄吾[7] ジェーミン・ソウル[15] Protected Ranking: Name (Line)

Last seed
王傲然[8] 坂井　勇仁[16] Aoi Kobayashi #

19 Mar 2018


