
■ 期日 令和元年8月17日(土)・18日(日)・24日(土)・25日(日)

8月31日(土)・9月1日(日)

■ 会場 県営敷島公園テニスコート（砂入り人工芝）

赤堀テニスコート（砂入り人工芝）

□  主催 群馬県テニス協会

□  後援 群馬県、公益財団法人群馬県スポーツ協会

伊勢崎市、(一財)伊勢崎市スポーツ協会

□  協賛 株式会社ダンロップスポーツマーケティング

□  主管 群馬県テニス協会伊勢崎支部

2019年度　第58回

群馬県秋季テニストーナメント

女子B級

記　　録



1R 2R 3R QF SF F

seed

W.O

64 2 高橋 優芽 ウィル
63 BYE 0

98(3)

62 宮前 由美 ぐんママ 85 宮前 由美

61 浅沼 めぐみ ＳＰＤ 宮前 由美

60 茂木 綾 前レ 80 宮前 由美

平形 七菜

59 平形 七菜 ルアン 平形 七菜 W.O

58 相澤 真子 グリンヒル 84

小林杏里紗

57 茅根 しおり マキシマム 茅根 しおり 60 60

56 小林杏里紗 MATインドア

小林杏里紗

55 BYE 0 81

54 木村 祐実 ＡＴＣ 97

小林杏里紗

53 春山 友代 山田ＴＫ 春山 友代 80

52 林 実由 一筆ＴＣ W.O

荻原 昌子

51 工藤 美和子 伊レ 林 実由 81

50 BYE 0

田端 麻鈴

49 荻原 昌子 あすなろ 83

48 3 田端 麻鈴 尾島ク

田端 麻鈴

47 BYE 0 84

46 佐藤 礼菜 新橋ＴＣ 97

田端 麻鈴

45 須永 明美 ＪＳＳ 佐藤 礼菜 98(1)

44 都筑 ひとみ エリス 83

新井 志織

43 渡邊 真唯 大泉ナベ 都筑 ひとみ 82

42 新井 志織 TBC 80

田端 麻鈴

41 谷本 律子 一筆ＴＣ 新井 志織 63 64

40 森 美優 MATインドア

兵藤 美香

39 BYE 0 W.O

38 兵藤 美香 前ク 84

兵藤 美香

37 冨田 さやか グリンヒル 兵藤 美香 86

36 小板橋 萌夢 一筆ＴＣ 85

茂木 佳二代

35 茂木 佳二代 太田レ 茂木 佳二代 85

34 BYE 0

田端 麻鈴

33 加藤 理子 サンク 85

32 長﨑 京那 共愛学園

白田 由佳

31 BYE 0 W.O

30 石川 真紀 ＹＳＴＣ 47RET

落合 美江

29 白田 由佳 サンク 白田 由佳 83

28 梅原 久代 一筆ＴＣ 84

落合 美江

27 松本 恵子 ヴィーナス 梅原 久代 84

26 BYE 0

萩原 由美子

25 落合 美江 紅しょうが 26 75 20RET

24 萩原 由美子 前ク

萩原 由美子

23 BYE 0 80

22 小林 美咲子 エリス 83

萩原 由美子

21 石田 陽子 グリンヒル 小林 美咲子 80

20 出口 愛里沙 大泉ナベ 83

金澤 理恵

19 金澤 理恵 一筆ＴＣ 金澤 理恵 W.O

18 BYE 0

山川 日菜

17 加藤 あかり MATインドア 97

16 越川 直子 スプレッド

杉原 典子

15 BYE 0 W.O

14 杉原 典子 前カレ 85

小池 実羽

13 小澤 和美 ＳＰＤ 杉原 典子 84

12 川村 優華 サンク 85

小池 実羽

11 上村 千恵美 Ｂｌｉｔｚ 川村 優華 83

10 BYE 0

山川 日菜

9 小池 実羽 ルアン 57 63 64

84

8 大山 風吹 サンク 82

7 淡路 実咲 一筆ＴＣ 大山 風吹

83

6 高井 夏未 尾島ク 80 大山 風吹

5 坂本 良江 前ク 高井 夏未

4 山口 景子 キリウ W.O 山川 日菜

3 山川 日菜 高崎ＴＣ 山川 日菜 97

B級女子シングルス

1 1 小此木 忍 伊レ
2 BYE 0 山川 日菜



1R 2R 3R QF SF

Seed

椎名 若枝 太田レ

落合 美江 太田ク

0 0 椎名 若枝

BYE 0 落合 美江

長﨑 京那 共愛学園 長﨑 京那 82

高橋 優芽 共愛学園 高橋 優芽

斉藤 朱花 高崎ＴＣ W.O 椎名 若枝

山川 日菜 高崎ＴＣ 落合 美江

松田 菊江 信越化学 出口利美 84

佐藤 尚美 一筆ＴＣ 出口愛里沙

出口利美 館林ローン 86 出口利美

出口愛里沙 大泉ナベ 出口愛里沙

剣持 とみ江 ミナミ 剣持 とみ江 86

都筑 ひとみ エリス 都筑 ひとみ

川村 優華 サンク 86 椎名 若枝

天笠 ちえ子 サークルＭ 落合 美江

宮崎 ゆかり 一筆ＴＣ 宮崎 ゆかり 80

中村 倫子 スプレッド 中村 倫子

荒井 みどり 太田レ 97 宮崎 ゆかり

小此木 忍 伊レ 中村 倫子

飯塚 保美 ミナミ 飯塚 保美 98(2)

松本 恵子 ヴィーナス 松本 恵子

小林 美咲子 エリス 82 宮崎 ゆかり

坂本 良江 前ク 中村 倫子

粕川玲子 あかぎ 粕川玲子 86

深須 千代子 新田 深須 千代子

石川 真紀 ＹＳＴＣ W.O 山下 珠江

茂木 綾 前レ 鷺坂 京子

大和 美幸 ラ・ボール 山下 珠江 86

増茂 展子 はーもにー 鷺坂 京子

山下 珠江 一筆ＴＣ 81 萩原 由美子

鷺坂 京子 一筆ＴＣ 兵藤 美香

今泉 里咲 一筆ＴＣ W.O

田端 麻鈴 尾島ク

0 0 松井 利恵子

BYE 0 滝沢 万里子

栗原 佑唯 前橋育英 松井 利恵子 85

小板橋 叶夢 前橋育英 滝沢 万里子

松井 利恵子 ヴィーナス 85 萩原 由美子

滝沢 万里子 あすなろ 兵藤 美香

工藤 美和子 伊レ 松島 由美子 81

榎原 香織 ミナミ 加藤 理子

松島 由美子 太スマ 86 萩原 由美子

加藤 理子 サンク 兵藤 美香

須永 明美 ＪＳＳ 萩原 由美子 82

山中 真弓 ＪＳＳ 兵藤 美香

萩原 由美子 前ク 80 萩原 由美子

兵藤 美香 前ク 兵藤 美香

小林 廣美 前ク 小林 廣美 86

渡辺 理恵 沼グリ 渡辺 理恵

越川 直子 スプレッド 81 小林 廣美

唐澤 美樹 スプレッド 渡辺 理恵

谷本 律子 一筆ＴＣ 谷本 律子 81

関端 今朝美 伊レ 関端 今朝美

赤尾 美宇 グリンヒル 86 小林 廣美

川合美由紀 グリンヒル 渡辺 理恵

室田 ひとみ ヴィーナス 藤吉 智子 80

神藤 仲子 太田レ 冨田さやか

藤吉 智子 前ク 83 藤吉 智子

冨田さやか グリンヒル 冨田さやか

0 0 83

BYE 0

加藤 あかり MATインドア

大山 風吹 サンク
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B級女子ダブルス（1）

1 1

5

萩原 由美子 高井 夏未

兵藤 美香 狩野 あかね

高井 夏未 97

狩野 あかね

F

24

48



1R 2R 3R QF SF

Seed

福田 綾乃 高崎ＴＣ

金井 優 MATインドア

0 0 福田 綾乃

BYE 0 金井 優

有坂 裕子 ディテルス 永井 喜久子 82

春山 真弥 ディテルス 鈴木 陽子

永井 喜久子 前レ 81 福田 綾乃

鈴木 陽子 エリス 金井 優

佐野 加代子 サンク 秋山 陽子 82

白田 由佳 サンク 佐藤 美奈

秋山 陽子 前ク 83 秋山 陽子

佐藤 美奈 前ク 佐藤 美奈

中曽根 由美子 あすなろ 中曽根 由美子 85

荻原 昌子 あすなろ 荻原 昌子

小板橋 萌夢 一筆ＴＣ 86 高井 夏未

佐藤 礼菜 新橋ＴＣ 狩野 あかね

大沢 智子 サンク 栁谷 朋子 84

羽賀 直美 東太田 仁井田 美佳

栁谷 朋子 信越化学 81 栁谷 朋子

仁井田 美佳 信越化学 仁井田 美佳

渡邊 桂子 一筆ＴＣ 星野 ゆかり 80

矢島　 美子 一筆ＴＣ 埴田 芳江

星野 ゆかり 渋ク 86 高井 夏未

埴田 芳江 前ク 狩野 あかね

宮田 咲子 沼グリ 相澤 真子 81

井上 麻由子 Ｔ＆Ｐ 淡路 実咲

相澤 真子 グリンヒル 86 高井 夏未

淡路 実咲 一筆ＴＣ 狩野 あかね

0 0 83

BYE 0

高井 夏未 尾島ク 高井 夏未

狩野 あかね エリス 狩野 あかね

浅沼 めぐみ ＳＰＤ 浅沼 めぐみ 46 61 64

梅原 久代 一筆ＴＣ 梅原 久代

平出 エリ子 太田レ 81 浅沼 めぐみ

武内 純子 太田レ 梅原 久代

広川 京子 サークルＭ 広川 京子 84

青島 いずみ 新田 青島 いずみ

石関 ひとみ ＹＳＴＣ 85 木下 良子

吉津 啓子 前ク 生藤 美穂子

笹岡 桂子 渋ク 笹岡 桂子 85

笠原 和歌子 ミナミ 笠原 和歌子

林 実由 一筆ＴＣ 82 木下 良子

田中 貴美枝 一筆ＴＣ 生藤 美穂子

松本 志歩 健大高崎 木下 良子 98(4)

竹内 観実 高崎東 生藤 美穂子

木下 良子 沼グリ 81 木下 良子

生藤 美穂子 沼グリ 生藤 美穂子

金澤 理恵 一筆ＴＣ 金澤 理恵 86

小暮 麻実子 一筆ＴＣ 小暮 麻実子

萩原 幸枝 長野原 W.O 根岸 典子

草川 有里子 長野原 佐藤 知栄

石内 久子 サークルＭ 根岸 典子 80

中山 由美子 館林ローン 佐藤 知栄

根岸 典子 前ク W.O 茂木 佳二代

佐藤 知栄 前ク 高田 英子

村岡 初枝 伊レ 石垣 由紀子 84

矢野 麻里 山田ＴＫ 千波 由佳里

石垣 由紀子 あかぎ 85 茂木 佳二代

千波 由佳里 高崎ＴＣ 高田 英子

0 0 83

BYE 0

茂木 佳二代 太田レ

高田 英子 サンク
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B級女子ダブルス（2）



A級昇格者

女子

● シングルスの部

優 勝 田 端 麻 鈴 （ 尾島ク ）

準 優 勝 山 川 日 菜 （ 高崎TC ）

3 位 萩 原 由 美 子 （ 前ク ）

〃 小 林 杏 里 紗 （ MAT ｲﾝﾄﾞｱ ）

● ダブルスの部

高 井 夏 未 （ 尾島ク ）

狩 野 あ か ね （ エリス ）

萩 原 由 美 子 （ 前ク ）

兵 藤 美 香 （ 前ク ）

優 勝

準 優 勝


