
男子

11月21日(土）

クラブ名 高崎テニスクラブ eNishi・セカンド SPD 水曜会 高崎テニスクラブ

チーム名 YUJEES おすぎです SPD_a 水曜会Ａ リアル修造

出場名簿 山宮友和 石井大祐 浅田紘史 近光亮 新井修平

コートNo 須田光紀 堤圭一 中山幸太 代田純也 勝見優士

7 坂本光 松本卓人 山本秀之 矢島達也 門倉一樹

8 中村博敏 笠原智一 松下哲津 板尾健太 唐澤海都

9 今野英俊 井上雅規 渡辺雅人 萩原健太 手島悠人

町田準一 白石大雅 太田啓順 井田光 蔡幸男

白石裕治 吉田崇宏

クラブ名 eNishi・セカンド 信越化学 水曜会 マキシマム 碓氷テニスクラブ

チーム名 ピーコです 信越化学D 水曜会Ｂ マキシマム　A 碓氷テニスクラブ

出場名簿 千明和也 月形信太郎 井田薫 萩原秀実 中嶋寛之

コートNo 志村元 松尾正彦 倉沢隆 関一秀 金田秀樹

10 小島崇 大手正 妹尾康二 塚越信広 内田敏明

11 中島良 松野拓史 中原勉 根岸武司 田中輝久

12 反町圭介 齊藤純太朗 斎藤靖之 木崎範行 横山潤一

隅田川慶 鈴木俊也 小池康倫 尾内武二 新井瞬

大窪君拓 吉田和人 青木哲郎

黒神尚希

クラブ名 eNishi・セカンド SPD FTEC 群馬町テニスクラブ YSTC

チーム名 江頭2:50 SPD_b アクエル 群馬町A1 YSTC

出場名簿 阿久津瑛祐 川山裕道 津野晃至 加藤周一 吉沢勉

コートNo 池田光輝 松井克賢 赤澤淳一 片桐康典 山野裕一

17 大塚和樹 梅原一剛 五十嵐俊介 紫野正人 都丸允智

18 狩野大貴 中村彰良 石井淳一 住谷祐基 野村新一郎

19 川島大夢 田中辰徳 野口秀雄 東野清明 丹羽昭博

長澤寛 太田明 清水治 瀬崎研志 小林朝頼

三ツ木寛尚 鑓河内元輝

森文弥

11月22日(日）

クラブ名 Y・T・C ルネサス エレクトロニクス ブルーラビットテニスチーム 高崎水曜テニス会

チーム名 Y・T・C　A ルネサス A ブルーラビットA 水曜会C

出場名簿 田村一紀 岸本秀輝 中田哲平 林宏信

コートNo 小野孝 河野幸一 塚田明嗣 鍛冶晋

1 反町圭介 鳴海聡 根岸仁 高橋俊雄

2 引田裕己 内田満 柏本貴司 小畑武司

廣木隆 坂本和司 黒柳寛明 古市秀高

高野博樹 山口直人 松本健次 清水寿彦

髙橋達朗 三井勝広 森田真太郎

池田学

クラブ名 Brio NCT 高崎水曜会 群馬町テニスクラブ

チーム名 Brio NCTロンドン 水曜会　D 群馬町Ａ２

出場名簿 岩瀬拓史 宮崎勝弘 黒崎光夫 村田敏

コートNo 鹿島巧 兵藤孝男 大澤立志 大塚義之

3 中野真吾 若松良ニ 畔上高弘 高田正章

4 大幡誉男 高井哲男 浅見武義 豊田伸次

神保彰 坂本裕章 水出勇 山形昭広

関口誠人 柳井英章 高木賢次郎 山崎修

笠谷周平 原田知幸 山田匡輔

クラブ名 朝日工業テニスクラブ Ｗｉｎｄｓ 高崎テニスクラブ 榛東テニス

チーム名 朝日工業テニスクラブ Ｗｉｎｄｓ　Ｂ しゅうぞうチャレンジ 榛東テニス

出場名簿 新直孝 相澤謙治 金井佑樹 村上貴

コートNo 中村徹也 中島成紀 永井亮太 原田健

13 成田祐次 金井正次 大野健 土田正一

14 北舘博 小林和夫 高田謙太郎 福沢耕太郎

富田孝義 西山浩 中島束 川浦弘仁

赤岩素明 高野博文 星野真一 中嶋秀明

飯野正 樋口昌彦 小山也寸志

清水智幸 竹田伸次

クラブ名 VAMOS 吉井テニスクラブ スプレッドテニスクルー 碓氷テニスクラブ エリステニスクラブ

チーム名 VAMOS 吉井テニスクラブ スプレッドマンダム 碓氷テニスクラブその弐 エリスプリンス

出場名簿 北澤宏記 小林明 廣瀬進 藤原伸康 高尾幸之介

コートNo 田中翔悟 下田友計 竹内司 佐藤晋一 市石一仁

7 石井颯介 吉田篤 鈴木順光 須賀昭彦 高橋一幸

8 中山海斗 設楽友央 内田智章 佐藤克仁 伊佐一浩

9 木澤晶斗 池田知広 望月尚 平井一幸 渡邊陽介

モラン・ホセ 神保吉則 望月脩平 佐藤玄 都筑勝

久保仁 天笠真吾 藤原繁行 島田俊彦

佐藤栄 境野仁
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11月23日(月祝）

クラブ名 TC モーニング Y・T・C 王山クラブ R-FLAG

チーム名 ＴＣモーニング Y・T・C   B 王山クラブ R-FLAG 01

出場名簿 井口学 相原靖仁 安部則行 遠藤健一

コートNo 石橋弘之 綱島毅 竹田勝一 森村剛

1 佐久間正直 岡田浩一 関根忠行 佐藤嘉伸

2 小川保夫 高瀬径之 橋本卓司 阿部将人

高木均 箕輪好 新井研治 田野雅大

林賢一 西尾明人 峯岸敬 大竹佳樹

三輪弘明

吉川正一

クラブ名 R-FLAG ブルーラビットテニスチーム デンカ WTA

チーム名 R-FLAG 02 ブルーラビットB デンカ WTA

出場名簿 神津典之 反町勇一 青木豊 星野裕司

コートNo 青木誠雅 小林正樹 渡辺明治 狩野広幸

3 下平由起夫 田村浩平 弘岡忠昭 新井良和

4 本間諭 川原潤一 鈴木一成 伊井忠史

萩原信彦 松浦陽一 鈴木康生 坂口徹

伊藤知哉 大山裕之 栗原巧 塩原光洋

阿久澤郁也 牛田和夫 斉藤満

関田晃大 和田圭一

クラブ名 ＲＴＡ 高崎MUU 西毛クラブ ナミエテニスクラブ Ｄ’ｚ

チーム名 ＲＴＡ タカムー 西毛クラブA ナミエB Ｄ’ｚ

出場名簿 矢口尚宏 清水智紀 古川修二 須賀裕之 唐沢徹

コートNo 篠原隆行 高橋要 樫田周 佐々木義則 高橋建次

5 福島哲也 池田旭之 山口宏 北村直樹 榛澤昭彦

6 武井正孝 宮田洋平 中島照之 田辺元男 橋本晃一

7 小林武 星野和也 石原秀一 石井俊治 阿部紀之

斎藤栄作 岡田陽介 冨田宗宏 大倉寛 野村和弘

鈴木友一郎 小圷琢己 梶原文昭

皆川弘 荻野明久

クラブ名 高崎ローンテニスクラブ 高崎テニスクラブ グリーンヒルインドア 西毛クラブ 高崎テニスクラブ

チーム名 高崎ローンA 高崎TC OTK グリーンヒルズ 西毛クラブB マークン

出場名簿 渡丸一夫 鎌田英穂 本島浩 黒岩誠 蔡岩青

コートNo 谷畑正雄 相澤伸哲 小林修 原哲也 石黒幸司

8 山田英之 柳川雄 堀越英明 佐藤三男 多田登紀夫

9 山川巌 長田隆博 中村紀夫 佐藤憲二 林孝浩

10 山本祐三 清水則幸 平野祥久 藤橋俊明 中間三甲男

矢崎俊夫 宮岡孝 木村真 乗附健一 坂田憲哉

渾川昭夫 伊藤俊一 平井亮輔

大河原茂

クラブ名 群馬町テニスクラブ 高崎ローンテニスクラブ ルネサス エレクトロニクス Ｌ５０

チーム名 群馬町Ｂ 高崎ローンB ルネサスC Ｌ５０

出場名簿 大畠裕之 高田英彦 中山正光 斎藤春雄

コートNo 狩野博幸 島方信好 里中孝一郎 田村守

11 相蘇秀嗣 富沢輝芳 次橋一 樋口道成

12 神保一雄 松山明正 西村功典 細野恭男

今成教良 竹内俊雄 杢師昌興 長田福二

武内一郎 金子延雄 黛史郎 新保貴紹

黒神清 高階俊之 藤井裕二 定村治

五十畑仁 佐藤節夫 高橋幸雄
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女子

11月21日(土）

クラブ名 あかぎテニスクラブ 高崎テニスクラブ NCT グリーンヒルインドア

チーム名 あかぎミント 極濃湯麺フタツメ NCTパリジェンヌ グリーンヒルＡ

出場名簿 村田映子 袋井亜由美 萩原由美子 永井喜久子

コートNo 鈴木陽子 佐藤純子 兵藤美香 中村倫子

1 星野ゆかり 田村恵子 根岸典子 石田陽子

2 町田明美 吉川政子 新井仁美 野口英見

宮田咲子 石川理絵 高橋久美 新井直子

増子はるみ 岩田礼子 草川有里子 川合美由紀

小林　明子

クラブ名 NCT あかぎテニスクラブ 一筆テニスクラブ SPD

チーム名 NCTベネチア あかぎリモート 一筆TC　A SPD

出場名簿 埴田芳江 石垣由紀子 宮崎ゆかり 梅原久代

コートNo 笹岡桂子 千波由佳里 山下珠江 浅沼めぐみ

3 関端今朝美 田村明美 西村要子 中村敬子

4 深須千代子 金子理香 林実由 今井芳枝

小此木忍 柳井恵子 田中貴美枝 吉田理沙

松本恵子 塚本千恵子 平田有紀 小金澤ゆかり

小金澤沙織

小澤和美

クラブ名 一筆テニスクラブ YSTC NCT 高崎水曜テニス会

チーム名 一筆TC   B YSTC NCTフィレンツェ 水曜会グリーン

出場名簿 渡邊桂子 石関ひとみ 佐藤美奈 田村隆子

コートNo 亀谷真喜子 石川真紀 坂本良江 春田政子

5 信澤早苗 有坂裕子 藤吉智子 中島静江

6 谷本律子 茂木綾 柳澤和世 吉田千代美

矢島美子 根岸真弓 佐藤知栄 高橋明音

金澤理恵 榎原香織 吉津啓子 伊能恵

遠藤美喜子 橋本文江

11月22日(日）

クラブ名 Y・T・C エリステニスクラブ ルアン 高崎水曜会

チーム名 Y・T・C エリスMelody ルアン 水曜会ピンク

出場名簿 反町晴美 清水篤子 野村亨恵 横尾くるみ

コートNo 綱島美音子 須田公恵 西美幸 野口恵子

5 引田玲奈 羽鳥由香 阿部千鶴子 西原由美

6 木崎倫子 奈良千春 石原裕子 菅根智子

有川奈美 高尾みゆき 関野昌子 根岸香

武瑞季 奈良場令子 倉沢千代子 永田容子

髙橋希美 佐藤とも江

近藤早智江

クラブ名 エリステニスクラブ 吉井テニスクラブ スプレッドテニスクルー ぐんママ WTA

チーム名 エリスハッピーホリデイ 吉井テニスクラブ スプレッドFUN ぐんママ WTA

出場名簿 森田桃子 宇都宮富美子 大野和子 長谷川智美 小澤文代

コートNo 増田洋子 神保紀子 矢ヶ崎正子 天川郁子 清水利恵

10 須田淳子 大野由紀 江角加奈子 清水タカ江 福島展子

11 桑原よう子 森紀子 山口桂子 松尾真珠子 樺沢長子

12 剣持とみ江 高瀬貴子 中村洋子 宮前由美 黒岩由希子

都筑ひとみ 小林久美子 出牛貴江 鶴淵華代 星野えり子

狩野加枝

関ゆかり

11月23日(月祝）

クラブ名 グリーンヒルインドア サタデーテニスクラブ FTJ

チーム名 グリーンヒルＢ サタデー FTJ-QUEEN

出場名簿 星野智子 東野恵子 小茂田こずえ

コートNo 清水葉子 山口節子 浅沼正子

13 田村清美 安野敦子 斎藤真琴

14 山下百合子 高田朋子 依田恵里子

小井戸美奈子 太田初恵 落合智恵

寺尾美由紀 飯塚弘美 設楽敬子

横田紀子 前川由美

関沼亜希子
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