
　●　確認をお願いいたします。

間違い・訂正等はホームページお問合せボタンまたは下記からご連絡ください。

https://ws.formzu.net/fgen/S70331605/

takasakitennis@gmail.com 5/19までにご連絡お願いします。

〇　男子

No 参加種目 参加者名 団体名 参加種目 団体名

1 男子A級 松本卓人 eNishi 中村裕樹 一筆テニスクラブ

2 男子A級 星野駿介 eNishi 白石大雅 eNishi

3 男子A級 荒井暁 eNishi 石川大輔 eNishi

4 男子A級 田島準平 eNishi 山田裕貴 eNishi

5 男子A級 堤圭一 enishi 菊川達啓 高崎水曜会

6 男子A級 井ノ川直人 Ｋ会テニスサークル 小林弘明 Ｋ会テニスサークル

7 男子A級 白石裕治 MAT高崎テニスクラブ 境野仁 MAT高崎テニスクラブ

8 男子A級 石川祥 UNTRACE 長澤寛 UNTRACE

9 男子A級 川島大夢 UNTRACE 仲田裕貴 UNTRACE

10 男子A級 石川力丸 YSTC 富澤洋哉 YSTC

11 男子A級 本田直大 アルテミス 八塚僚介 アルテミス

12 男子A級 須貝聖也 さかいップス 塚田明嗣 さかいップス

13 男子A級 反町勇一 ブルーラビットテニスチーム 川原潤一 ブルーラビットテニスチーム

14 男子A級 清水愁平 高崎水曜会 清水湧作 高崎水曜会

15 男子A級 井田薫 高崎水曜会 倉沢隆 高崎水曜会

16 男子A級 近光亮 高崎水曜会 反町圭介 高崎水曜会

17 男子A級 高原俊雄 高崎水曜会 松本健次 高崎水曜会

18 男子A級 今井将樹 高崎水曜会 井田光 高崎水曜会

19 男子A級 代田純也 高崎水曜会 萩原健太 高崎水曜会

20 男子A級 吉沢勉 高崎水曜会 矢島達也 高崎水曜会

21 男子A級 林宏信 高崎水曜会 岸周 高崎水曜会

22 男子A級 原洋介 一般 青木哲郎 マキシマム

23 男子A級 高坂哲朗 一般 冨田宗宏 一般

24 男子A級 三木一成 一般 伊藤智耶 一般

25 男子A級 福沢耕太郎 一般 川浦弘仁 一般

26 男子B級 鹿島巧 Brio 増田達博 Brio

27 男子B級 大幡誉男 Brio 関口誠人 Brio

28 男子B級 小川伸泰 JR東日本高崎 石原秀一 西毛クラブ

29 男子B級 伴野崇敏 MAT高崎テニスクラブ 山口拓也 MAT高崎テニスクラブ

30 男子B級 大竹佳樹 R-FLAG 小林裕介 R-FLAG

31 男子B級 平田真一 S.T.C. 岸田和叡 S.T.C.

32 男子B級 大塚和樹 UNTRACE 森文弥 UNTRACE

33 男子B級 高野博樹 Y・T・C 引田裕巳 Y・T・C

34 男子B級 渡邉陽介 エリス 剣持亮佳 エリス

35 男子B級 鍋谷学志 テニスしようよ 田代直也 テニスしようよ

36 男子B級 中村隆 おじさん本舗 田口保雄 おじさん本舗

37 男子B級 新井研治 王山クラブ 矢嶋和弥 王山クラブ

38 男子B級 藤原伸康 碓氷テニスクラブ 佐藤晋一 碓氷テニスクラブ

39 男子B級 三上諒 健大TC 三上瞬 健大TC

40 男子B級 神津典之 太陽誘電 長谷川肇 太陽誘電

41 男子B級 原田智幸 一般 下平由紀夫 一般
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42 男子B級 古市秀高 一般 田中学 一般

43 男子B級 細野大志 一般 堀口宥太郎 一般

44 男子B級 寺井裕一 一般 新井秀男 一般

45 男子B級 太田明 一般 三島悠亮　 一般

46 男子B級 内田晋 一般 中間大綱 一般

47 男子C級 田島俊哉 Ｋ会テニスサークル 佐藤康典 朝テニス

48 男子C級 鎌田英穂 MAT高崎テニスクラブ 多田登紀夫 MAT高崎テニスクラブ

49 男子C級 飯塚則壽 MAT高崎テニスクラブ 大西一輝 MAT高崎テニスクラブ

50 男子C級 金井佑樹 MAT高崎テニスクラブ 永井亮太 MAT高崎テニスクラブ

51 男子C級 酒井智紀 MAT高崎テニスクラブ 石原順平 MAT高崎テニスクラブ

52 男子C級 佐藤嘉伸 R-FLAG 阿久澤郁也 R-FLAG

53 男子C級 矢口尚宏 ＲＴＡ 斎藤栄作 ＲＴＡ

54 男子C級 福島哲也 ＲＴＡ 篠原隆行 ＲＴＡ

55 男子C級 武井正孝 ＲＴＡ 内藤光洋 ＲＴＡ

56 男子C級 小林武 ＲＴＡ 金子友和 ＲＴＡ

57 男子C級 矢部明彦 STEP 矢部悠斗 STEP

58 男子C級 高瀬径之 Y・T・C 綱島毅 Y・T・C

59 男子C級 関広太 エリス 栗田正弘 エリス

60 男子C級 牛込重俊 おじさん本舗 岩田隆弘 おじさん本舗

61 男子C級 立川浩 おじさん本舗 黒岩大将 おじさん本舗

62 男子C級 越田浩司 おじさん本舗 村島信義 おじさん本舗

63 男子C級 藤田健二 おじさん本舗 田村悠葵 おじさん本舗

64 男子C級 内藤晃 グリーンヒル 磯貝俊行 グリーンヒル

65 男子C級 清水智紀 タカムー 高橋要 タカムー

66 男子C級 岡田陽介 タカムー 池田旭之 タカムー

67 男子C級 土岐宜範 テニスしようよ 佐藤良和 テニスしようよ

68 男子C級 今井匡 テニスしようよ 鈴木颯 テニスしようよ

69 男子C級 佐々木義則 ナミエテニスクラブ 北村直紀 ナミエテニスクラブ

70 男子C級 山崎一雄 ルネサスエレクトロニクス 眞塩泰明 ルネサスエレクトロニクス

71 男子C級 鳴海聡 ルネサスエレクトロニクス 山口直人 ルネサスエレクトロニクス

72 男子C級 矢島茂幸 ルネサスエレクトロニクス 戸塚弘幸 ルネサスエレクトロニクス

73 男子C級 斎藤功 ルネサスエレクトロニクス 矢嶋憲二 ルネサスエレクトロニクス

74 男子C級 後藤敏見 一筆テニスクラブ 嶋岡雅樹 一筆テニスクラブ

75 男子C級 亀谷和希 一筆テニスクラブ 菅原一誠 一筆テニスクラブ

76 男子C級 小島直太 一筆テニスクラブ 本多琉空 一筆テニスクラブ

77 男子C級 大野健 科飼研テニス部 樋口陽介 科飼研テニス部

78 男子C級 大塚義之 群馬町テニスクラブ 澤内裕樹 群馬町テニスクラブ

79 男子C級 大河原茂 高崎ローンテニスクラブ 佐藤節夫 高崎ローンテニスクラブ

80 男子C級 栗原拓也 高崎商科大学附属高校 堤悠稀 高崎商科大学附属高校

81 男子C級 木村泉月 高崎商科大学附属高校 小金澤輝音 高崎商科大学附属高校

82 男子C級 池田風雅 高崎商科大学附属高校 佐藤駿吏 高崎商科大学附属高校

83 男子C級 中島龍之介 高崎商科大学附属高校 生沼蓮 高崎商科大学附属高校

84 男子C級 木村良明 中居テニスクラブ 坂口貴志 中居テニスクラブ

85 男子C級 中信光義 中居テニスクラブ 田中一幸 中居テニスクラブ

86 男子C級 佐藤稔 中居テニスクラブ 高野雄一 中居テニスクラブ

87 男子C級 栄松良太 一般 盛田秀文 一般

88 男子C級 時田秀男 一般 時田武紀 一般

89 男子C級 清水嘉人 一般 清水雅矢 一般

90 男子C級 青木由隆 一般 桂木尚哉 一般



91 男子C級 仲田翔太郎 一般 淡嶋要 一般

92 男子C級 堀川尚希 一般 林紳也 一般

93 男子C級 鈴木旭 一般 小林伶吏 一般

94 男子C級 鈴木友一郎 一般 志村正彦 一般

〇　女子

No 参加種目 参加者名 団体名 参加種目 団体名

1 女子A級 市川亜子 MAT高崎テニスクラブ 都筑ひとみ エリステニスクラブ

2 女子A級 吉津啓子 NCT 佐藤知栄 NCT

3 女子A級 上村千恵美 NCT 奈良場令子 エリス

4 女子A級 斎藤恵子 ＲＴＡ 内藤百合子 ＲＴＡ

5 女子A級 松井利恵子 VNS 松井南美 VNS

6 女子A級 黒岩由希子 WTA 福島展子 WTA

7 女子A級 反町晴美 Y・T・C 綱島美音子 Y・T・C

8 女子A級 有坂裕子 YSTC 春山真弥 YSTC

9 女子A級 石川真紀 YSTC 平形知子 YSTC

10 女子A級 吉井摂子 アルテミス 本田仁美 アルテミス

11 女子A級 藤澤真由美 エリステニスクラブ 多田ゆかり エリステニスクラブ

12 女子A級 工藤美和子 デンカ 矢島美子 一筆テニスクラブ

13 女子A級 馬場俊子 碓氷テニスクラブ 田村久美子 碓氷テニスクラブ

14 女子A級 伊能恵 高崎水曜会 柳澤和世 高崎水曜会

15 女子A級 高橋明音 高崎水曜会 小池美由紀 榛東クラブ

16 女子A級 村田映子 高崎水曜会 浦辺三知江 高崎水曜会

17 女子B級 佐藤真穂 たかみち研究会 横山絢香 たかみち研究会

18 女子A級 林実由 一般 中村倫子 一般

19 女子B級 小澤文代 WTA 清水利恵 WTA

20 女子B級 伊藤成美 スポーツCORE 土橋仁美 スポーツCORE

21 女子B級 磯部祐美子 MAT高崎テニスクラブ 松浦順子 MAT高崎テニスクラブ

22 女子B級 遠藤美喜子 YSTC 平山和美 YSTC

23 女子B級 樺沢長子 WTA 星野えり子 WTA

24 女子B級 真下直美 一筆TC 売野知子 一筆TC

25 女子B級 寺尾美由紀 グリーンヒル 山下百合子 グリーンヒル

26 女子C級 高瀬貴子 吉井テニスクラブ 神保紀子 吉井テニスクラブ

27 女子C級 高尾みゆき エリステニスクラブ 羽鳥由香 エリステニスクラブ

28 女子C級 佐藤裕子 中居テニスクラブ 笹原由美子 中居テニスクラブ

29 女子C級 山川直子 MAT高崎テニスクラブ 小沼さゆり MAT高崎テニスクラブ

30 女子C級 大野真奈美 MAT高崎テニスクラブ 飯室千佳子 MAT高崎テニスクラブ

31 女子C級 加部愛子 MAT高崎テニスクラブ 山口範子 MAT高崎テニスクラブ

32 女子C級 小林早由里 エリステニスクラブ 清水篤子 エリステニスクラブ

33 女子C級 小澤理恵 テニスしようよ 大山夕香 テニスしようよ

34 女子C級 西元梨紗 Ｋ会テニスサークル 松下奈緒子 Ｋ会テニスサークル

35 女子C級 赤坂陽子 Brio 笹原めぐみ Brio

36 女子C級 富沢友紀 一筆テニスクラブ 富沢みどり 一筆テニスクラブ

37 女子C級 野澤由利子 Y・T・C 木崎倫子 Y・T・C

38 女子C級 浜田久美子 Y・T・C 細川香 テニスしようよ

39 女子C級 干川華恋 一般 佐藤由羽 一般

40 女子C級 新井菜央 一般 髙橋花菜 一般

41 女子C級 飯塚弘美 一般 安野敦子 一般


