
　●　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

1 男子A級 松本卓人 eNishi

2 男子A級 星野駿介 eNishi

3 男子A級 荒井暁 eNishi

4 男子A級 千明和也 eNishi

5 男子A級 田島準平 eNishi

6 男子A級 井上陸 eNishi

7 男子A級 井ノ川直人 Ｋ会テニスサークル

8 男子A級 大野慎太郎 MAT高崎テニスクラブ

9 男子A級 中原勉 MAT高崎テニスクラブ

10 男子A級 戸田真太朗 S.T.C

11 男子A級 町田大地 S.T.C

12 男子A級 豊島剛史 S.T.C

13 男子A級 山本秀之 SPD

14 男子A級 石川祥 UNTRACE

15 男子A級 川島大夢 UNTRACE

16 男子A級 星野裕司 WTA

17 男子A級 石川力丸 YSTC

18 男子A級 富澤洋哉 YSTC

19 男子A級 廣井幸治 あかぎＴＣ

20 男子A級 本田直大 アルテミス

21 男子A級 八塚僚介 アルテミス

22 男子A級 田中雄飛 さかいップス

23 男子A級 平井郁彦 さかいップス

24 男子A級 土屋圭紀 さかいップス

25 男子A級 反町勇一 ブルーラビットテニスチーム

26 男子A級 小渕智史 マキシマム

27 男子A級 根岸武司 マキシマム

28 男子A級 青木哲郎 マキシマム

29 男子A級 岸本秀輝 ルネサスエレクトロニクス

30 男子A級 高橋勝一 ルネサスエレクトロニクス

31 男子A級 黒澤圭吾 一筆テニスクラブ

32 男子A級 佐藤将朗 一筆テニスクラブ

33 男子A級 赤岩素明 一筆テニスクラブ

34 男子A級 谷本英雄 一筆テニスクラブ

35 男子A級 金田秀樹 碓氷テニスクラブ

36 男子A級 中嶋寛之 碓氷テニスクラブ

37 男子A級 清水愁平 高崎水曜会

38 男子A級 井田薫 高崎水曜会

39 男子A級 井田光 高崎水曜会

40 男子A級 近光亮 高崎水曜会
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41 男子A級 高橋俊雄 高崎水曜会

42 男子A級 今井将樹 高崎水曜会

43 男子A級 坂庭和彦 高崎水曜会

44 男子A級 松本健次 高崎水曜会

45 男子A級 代田純也 高崎水曜会

46 男子A級 木﨑範行 高崎水曜会

47 男子A級 矢島達也 高崎水曜会

48 男子A級 反町圭介 高崎水曜会

49 男子A級 林宏信 高崎水曜会

50 男子A級 益田敬明 一般

51 男子A級 三宅慶尭 一般

52 男子A級 三木一成 一般

53 男子A級 秋山隆幸 一般

54 男子A級 清水湧作 一般

55 男子A級 福沢耕太郎 一般

56 男子B級 清水治 FTEC

57 男子B級 齋藤吉弘 MAT高崎テニスクラブ

58 男子B級 大竹佳樹 R-FLAG

59 男子B級 小林祐介 R-FLAG

60 男子B級 下平由紀夫 R-FLAG

61 男子B級 神津典之 R-FLAG

62 男子B級 岸田和叡 S.T.C

63 男子B級 森文弥 UNTRACE

64 男子B級 引田裕巳 Y・T・C

65 男子B級 岡田将実 Y・T・C

66 男子B級 相原健人 Y・T・C

67 男子B級 渡邉陽介 エリステニスクラブ

68 男子B級 大関一久 エリステニスクラブ

69 男子B級 橋本和也 さかいップス

70 男子B級 田辺元男 ナミエテニスクラブ

71 男子B級 石井涼太郎 一筆テニスクラブ

72 男子B級 染谷達徳 一筆テニスクラブ 

73 男子B級 藤原伸康 碓氷テニスクラブ

74 男子B級 古野雅由 科飼研テニス部

75 男子B級 長谷川肇 太陽誘電

76 男子B級 茅根俊平 一般

77 男子B級 吉井徳浩 一般

78 男子B級 剣持亮佳 一般

79 男子B級 原慶洋 一般

80 男子B級 古市秀高 一般

81 男子B級 三島悠亮 一般

82 男子B級 小川伸泰 一般

83 男子B級 小林修 一般

84 男子B級 水出勇 一般

85 男子B級 大内章義 一般

86 男子B級 中村彰良 一般

87 男子B級 藤井敦 一般

88 男子C級 岩瀬拓史 Brio



89 男子C級 神保彰 Brio

90 男子C級 菊池悠介 Ｋ会テニスサークル

91 男子C級 木村颯太 Ｋ会テニスサークル

92 男子C級 町田芳隆 Ｋ会テニスサークル

93 男子C級 堀内光 Ｋ会テニスサークル

94 男子C級 西尾明人 MAT高崎テニスクラブ

95 男子C級 飯塚則壽 MAT高崎テニスクラブ

96 男子C級 戸村高文 MAT高崎テニスクラブ

97 男子C級 多田登紀夫 MAT高崎テニスクラブ

98 男子C級 磯部直樹 MAT高崎テニスクラブ

99 男子C級 淺野紘史 MAT高崎テニスクラブ

100 男子C級 佐藤賢一 MAT高崎テニスクラブ

101 男子C級 長田隆博 MAT高崎テニスクラブ

102 男子C級 福島俊介 MAT高崎テニスクラブ

103 男子C級 宮岡孝 MAT高崎テニスクラブ

104 男子C級 鎌田英穂 MAT高崎テニスクラブ

105 男子C級 古川俊博 MAT高崎テニスクラブ

106 男子C級 田中多門 MAT高崎テニスクラブ

107 男子C級 平井凜 MAT高崎テニスクラブ

108 男子C級 杉村隆 MAT高崎テニスクラブ

109 男子C級 堀川博 MAT高崎テニスクラブ

110 男子C級 金井佑樹 MAT高崎テニスクラブ

111 男子C級 永井亮太 MAT高崎テニスクラブ

112 男子C級 中島東 MAT高崎テニスクラブ

113 男子C級 宮崎弘太 NCT

114 男子C級 前原渉平 Novi'S

115 男子C級 久保拓也 Novi'S

116 男子C級 入江利哉 Novi'S

117 男子C級 天田直輝 Novi'S

118 男子C級 井野翔紀 Novi'S

119 男子C級 田村直哉 Novi'S

120 男子C級 宇田知巳 S.T.C

121 男子C級 堀雅博 S.T.C

122 男子C級 飯酒盃陽治 SPD

123 男子C級 矢部悠斗 STEP

124 男子C級 木全康二 STEP

125 男子C級 寺島崇雄 STEP

126 男子C級 塩原光洋 WTA

127 男子C級 高瀬径之 Y・T・C

128 男子C級 綱島毅 Y・T・C

129 男子C級 田島照夫 イベントネットワーク

130 男子C級 奥田柳太郎 エリステニスクラブ

131 男子C級 関広太 エリステニスクラブ

132 男子C級 栗田正弘 エリステニスクラブ

133 男子C級 都筑勝 エリステニスクラブ

134 男子C級 塩川竜太 おじさん本舗

135 男子C級 磯貝俊行 グリーンヒル

136 男子C級 笹尾宗佑 グリーンヒル テニスクラブ



137 男子C級 天田和樹 テニスしようよ

138 男子C級 土岐宜範 テニスしようよ

139 男子C級 矢島征将 テニスしようよ

140 男子C級 高見澤俊徳 テニスしようよ

141 男子C級 今井匡 テニスしようよ

142 男子C級 佐藤良和 テニスしようよ

143 男子C級 左部良典 テニスしようよ

144 男子C級 佐々木義則 ナミエテニスクラブ

145 男子C級 山田光之 ナミエテニスクラブ

146 男子C級 岡田光明 ブルーラビットテニスチーム

147 男子C級 茅野泰平 マキシマム

148 男子C級 笠井涼哉 マキシマム

149 男子C級 田辺宗義 マキシマム

150 男子C級 鳴海聡 ルネサスエレクトロニクス

151 男子C級 山口直人 ルネサスエレクトロニクス

152 男子C級 加藤直樹 一筆テニスクラブ

153 男子C級 亀谷和希 一筆テニスクラブ

154 男子C級 小島直太 一筆テニスクラブ

155 男子C級 鏑木紀彦 一筆テニスクラブ

156 男子C級 本多琉空 一筆テニスクラブ

157 男子C級 鈴木旭 一筆テニスクラブ

158 男子C級 須賀昭彦 碓氷テニスクラブ

159 男子C級 三浦尚明 碓氷テニスクラブ

160 男子C級 大野健 科飼研テニス部

161 男子C級 樋口陽介 科飼研テニス部

162 男子C級 小林明 吉井テニスクラブ

163 男子C級 大塚義之 群馬町テニスクラブ

164 男子C級 佐藤節夫 高崎ローンテニスクラブ

165 男子C級 野口翔琉 高崎商科大学附属高校

166 男子C級 石井颯斗 高崎商科大学附属高校

167 男子C級 大岩慧世 高崎商科大学附属高校

168 男子C級 栗原拓也 高崎商科大学附属高校

169 男子C級 堤悠稀 高崎商科大学附属高校

170 男子C級 中島龍之介 高崎商科大学附属高校

171 男子C級 松田宙晃 高崎商科大学附属高校

172 男子C級 佐藤駿吏 高崎商科大学附属高校

173 男子C級 木村泉月 高崎商科大学附属高校

174 男子C級 小金澤輝音 高崎商科大学附属高校

175 男子C級 池田風雅 高崎商科大学附属高校

176 男子C級 樫田周 信越化学

177 男子C級 佐藤三男 西毛クラブ

178 男子C級 木村良明 中居テニスクラブ

179 男子C級 中信光義 中居テニスクラブ

180 男子C級 栄松良太 一般

181 男子C級 金子奈央 一般

182 男子C級 根岸武彦 一般

183 男子C級 佐藤光行 一般

184 男子C級 山形昭広 一般



185 男子C級 山本剛太 一般

186 男子C級 寺井裕一 一般

187 男子C級 小山啓介 一般

188 男子C級 小泉和希 一般

189 男子C級 松村修太 一般

190 男子C級 水城政憲 一般

191 男子C級 清水嘉人 一般

192 男子C級 清水雅矢 一般

193 男子C級 青木由隆 一般

194 男子C級 石原順平 一般

195 男子C級 竹村脩佑 一般

196 男子C級 塚田幸一 一般

197 男子C級 武井崇 一般

198 男子C級 田中正人 一般

199 男子C級 長谷川正治 一般

200 男子C級 菅沼佳満 一般

 

〇　女子  

No 参加種目 参加 者名 団体名

1 女子A級 市川亜子 MAT高崎テニスクラブ

2 女子A級 黒岩由希子 WTA

3 女子A級 福島展子 WTA

4 女子A級 反町晴美 Y・T・C

5 女子A級 綱島美音子 Y・T・C

6 女子A級 有坂裕子 YSTC

7 女子A級 石川真紀 YSTC

8 女子A級 本田仁美 アルテミス

9 女子A級 池田直子 エリステニスクラブ

10 女子A級 都筑ひとみ エリステニスクラブ

11 女子A級 宮前由美 ぐんママ

12 女子A級 永田容子 高崎水曜会

13 女子A級 根岸香 高崎水曜会

14 女子A級 村田映子 高崎水曜会

15 女子A級 田村かつ枝 一般

16 女子B級 磯部祐美子 MAT高崎テニスクラブ

17 女子B級 小沼さゆり MAT高崎テニスクラブ

18 女子B級 樺沢長子 WTA

19 女子B級 桑原よう子 エリステニスクラブ

20 女子B級 樋口由希 エリステニスクラブ

21 女子B級 土橋仁美 スポーツCORE

22 女子B級 売野知子 一筆テニスクラブ

23 女子B級 真下直美 一筆テニスクラブ

24 女子B級 寺尾美由紀 グリーンヒル

25 女子B級 上原由菜 一般



26 女子C級 西元梨紗 Ｋ会テニスサークル

27 女子C級 山川直子 MAT高崎テニスクラブ

28 女子C級 清水美穂 MAT高崎テニスクラブ

29 女子C級 大野真奈美 MAT高崎テニスクラブ

30 女子C級 原田美里 Novi'S

31 女子C級 小高慶子 Novi'S

32 女子C級 関ゆかり WTA

33 女子C級 熱田こず恵 WTA

34 女子C級 浜田久美子 Y・T・C

35 女子C級 野澤由利子 Y・T・C

36 女子C級 木崎倫子 Y・T・C

37 女子C級 引田玲奈 Y・T・C

38 女子C級 加藤美帆 エリステニスクラブ

39 女子C級 市石恵美子 エリステニスクラブ

40 女子C級 須田公恵 エリステニスクラブ

41 女子C級 池田知子 エリステニスクラブ

42 女子C級 板垣佳奈 たかみち研究会

43 女子C級 小澤理恵 テニスしようよ

44 女子C級 細川香 テニスしようよ

45 女子C級 大山夕香 テニスしようよ

46 女子C級 富沢友紀 一筆テニスクラブ

47 女子C級 本多碧空 一筆テニスクラブ

48 女子C級 石坂香織 榛東テニス

49 女子C級 芝崎仁美 一般

50 女子C級 中島葵美乃 一般

51 女子C級 藤井久子 一般


