
■  期日 令和2年3月28日(土)・29日(日)・4月11日(土)・19日(日)

　　　　　　4月26日(日)・29日(水祝)

予備日　5月2日(土）

■  会場 ＡＬＳＯＫぐんま総合スポーツセンター

□  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、上毛新聞社

前橋市教育委員会、各体育協会

□  協賛 株式会社ダンロップスポーツマーケティング

□  主管 群馬県テニス協会前橋支部

2020年度　第58回

群馬県春季テニストーナメント
　　　　　　　　　　　　（J1大会）

    　　　　　全日本テニス選手権予選(東日本選手権）95th群馬県予選

仮刷りドロー



男S予1R 5～128 男S予選F残り試合 男子S2R

女S予1R 7～52 女子S1R 女子S2R

男S予2R 1～64

男子S1R 男子D2R

男S予2R 65～128 女子D2R

女子D1R

女S予Ｆ 男子D1R

男S予Ｆ

＊ 試合数が多く、進行状況により

待機時間があります。

ご了承下さい。

* 男子予選が3対戦めとなった場合は

大会2日目に行う場合があります。

男子S･QF 男子S･SF 男子S･F

女子S･QF 女子S･SF 女子S･F

男子D･QF 男子D･SF 男子D･F

女子D･QF 女子D･SF 女子D･F

＊ 予備日　5月2日(土)

【会場】 ＡＬＳＯＫぐんまスポーツセンターテニスコート　 （砂入り人工芝）

前橋市関根町800 Tel 　027-234-1200

永井　　隆 （携帯）090-1111-6910

問合せ先

野 口 英 世

10:30

4月29日（水祝）

会場 ＡＬＳＯＫぐんま総合(8面) ＡＬＳＯＫぐんま総合(4面) ＡＬＳＯＫぐんま総合(2面)

9:15

日時 4月19日（日） 4月26日（日）

10:15

10:30

11:15

11:30

12:00

順次

アシスタントレフェリー 田 口 典 明

日時 3月28日（土） 3月29日（日） 4月11日（日）

会場 ＡＬＳＯＫぐんま総合(16面) ＡＬＳＯＫぐんま総合(16面) ＡＬＳＯＫぐんま総合(16面)

9:15

レ フ ェ リ ー 永 井 隆

顧 問 笠 原 寛 内 山 充

大 会 委 員 長 清 水 寿 彦

大 会 副 委 員 長 中 村 博 敏 中 野 俊 之

木 村 隆 俊

若 井 久 幸 山 川 巌 須 田 一

大　会　役　員

会 長 澁 澤 英 男

副 会 長 栗 原 匡 彦 木 村 喜 美 雄



注　　意　　事　　項

1 受 付 選手は試合開始定刻15分前までにプレー出来る服装になって本部に出席を届けて下さい。

1　当日の第一試合に組み込まれた選手は、試合開始定刻をもってＷＯ扱いとします。

2　当日2度以上試合がある場合、次のラウンドのコールした時点で不在の時はＷＯと

　  見なします。

2 試 合 方 法 1　男女S本戦の試合は3セットマッチ (各セットとも7ポイントタイブレーク）

　  男女S予選・男女Dの試合は2タイブレークセット、ファイナルセット10ポイントマッチ

    マッチタイブレークとします。

2　全試合ともセミアドバンテージ・スコアリング方式、並びにセットブレークルールを

    採用します。

3　男女Ａ級シングルス本戦はラッキールーザーを採用します。（予選Fの敗者のみ）

　 ラッキールーザー希望者は、本線1Ｒ開始30分前までに受付して下さい。

3 ウ ォ ー ム ア ッ プ サービス練習のみとします。各サイド2本。

4 結 果 報 告 勝者が本部にボールと一緒に届けて下さい。

5 服 装 テニスウェアを着用のこと。ロゴの大きさに注意して下さい。

＊ロングスパッツ(9分丈)の着用可とします。但し、ロゴの大きさに注意して下さい。

＊ショーツ・スコートは膝の隠れない程度の長さとします。

＊Tシャツ・長ズボンは認めません。

＊Tシャツとまぎらわしいゲームシャツの着用は控えて下さい。

＊アディダス3本線ロゴは長さに注意して下さい。

＊天候によってはレフェリーが決定いたします。

6 審 判 原則として、セルフジャッジで行って下さい。

セルフジャッジの場合、アウト・フォルトは相手にわかるように片手をあげてコールする。

レフェリーが随時コートを巡回し、コート外からもオーバールールを行います。

選手間で解決出来ない問題が生じた場合は、直ちにレフェリーに連絡して下さい。

7 使 用 球 ダンロップフォートイエロー又はダンロップAO公認球

＊男女Ｓ本選の3セットマッチのみファイナルセットボールチェンジ。

8 コ ー ト マ ナ ー 規則正しく行儀よく。試合中はどんなアドバイスも受けてはなりません。

これを繰り返したプレーヤーやコーチは退場させられることがあります。

携帯電話の電源は切って下さい。

9 試 合 規 程 「JTAテニスルールブック2020」及び群馬県テニス協会大会運営規程によります。

＊コートチェンジの際の休憩時間は90秒以内です。

＊試合が連続する場合の休憩時間

　　 3セットマッチは30分とします。

10 天 候 天候、その他により試合不能と思われる場合でも定刻までにコートに集合して下さい。

1　日程等変更する場合がありますから、次の試合の予定は本部に問い合わせて下さい。

2　日程等の変更は県協会のホームページにも掲載します。

11 問 い 合 わ せ 先 レフェリー（前橋支部長）　永井　隆　　携帯電話　　090-1111-6910　

12 連 絡 ＊個人登録をしている選手は、登録番号を大会本部に報告して下さい。

＊各試合終了後、コートブラシをかけて下さい。

13 そ の 他 ビデオ撮影を希望する場合は、本部に確認をして下さい。

　　　　＊県テニス協会事務局　　前橋市朝日町2－11－14　　TEL 027-223-7800

　　　　（月・水・金曜日の10時～16時オープンしています。）



2020年第58回群馬県春季テニストーナメント

MS
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   

1  ミナミ 備前島 駿 [1]  

    

2   Q   

     

3   Q   

     

4  ＭＭＴＣ 飯塚 海斗   

     

5 M51556 上武大学 三浦 佑太   

     

6   Q   

     

7  クロノス 吉田 謙二   

     

8  ＭＡＴインドア 芝﨑 竜馬 [5/8]   

     

9  エリス 栗原 誠也 [3/4]   

     

10   Q   

     

11  ミナミ 遠藤 奨矢   

     

12  上野山ＴＳ 上野山 竜人   

     

13   Q   

     

14  ＭＡＴインドア 須田 光紀   

     

15   Q   

     

16  大泉ナベ 井本 涼介 [5/8]   

     

17  上野山ＴＳ 吉井 健 [5/8]   

     

18   Q   

     

19   Q   

     

20   Q   

     

21   Q   

     

22   Q   

     

23   Q   

     

24 M129022 ミナミ 青木 源 [3/4]   

     

25  ミナミ 篠田 玲 [5/8]   

     

26  Ｍｏｐａｒ 栗原 巧   

     

27   Q   

     

28  高水 岸 周   

     

29   Q   

     

30   Q   

     

31   Q   

     

32  上野山ＴＳ 香村 和哉 [2]  



2020年第58回群馬県春季テニストーナメント

MS-予選（1）
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Finals 予選勝者

1  あかぎＴＣ 齋藤 康之 [1]

2   Bye 齋藤 康之 [1]

3  ＭＡＴインドア 町田 蓮   

4   Bye 町田 蓮  

5  サン 田口 浩司   Q1

6  あすなろ 佐藤 靖人   

7   Bye   

8  ｅＮｉｓｈｉ 松本 卓人 松本 卓人  

9  高崎ＴＣ 中原 勉 [2]  

10   Bye 中原 勉 [2]

11  高水 萩原 健太   

12   Bye 萩原 健太  

13   Bye   Q2

14  館林Ｊｒ 亀山 日向 亀山 日向  

15  上野山ＴＳ 宮田 竜成   

16  一筆ＴＣ 池田 賢矢   

17  館林ローン 相場 学 [3]  

18   Bye 相場 学 [3]

19  ＧＵＴ 金井 利文   

20   Bye 金井 利文  

21   Bye   Q3

22  ミナミ 笠原 翔真 笠原 翔真  

23   Bye   

24  一筆ＴＣ 谷本 英雄 谷本 英雄  

25  バンブー 高橋 正大 [4]  

26   Bye 高橋 正大 [4]

27  Ｉ　Ｔ　Ｔ 吉井 克友   

28   Bye 吉井 克友  

29  あかぎＴＣ 坂本 頼一   Q4

30  高崎ＴＣ 白石 大雅   

31   Bye   

32  マキシマム 青木 哲郎 青木 哲郎  

33  一筆ＴＣ 備前島 貴之 [5]  

34   Bye 備前島 貴之 [5]

35  ミナミ 後藤 翔太   

36   Bye 後藤 翔太  

37  Ｇ－ＴＭＳ 鶴淵 心   Q5

38 M04636 テニプラ 上野 孝太郎   

39   Bye   

40  ルアン 中野 尭文 中野 尭文  

41  Ｍｏｐａｒ 笠原 智一 [6]  

42   Bye 笠原 智一 [6]

43  高水 奥野 豊   

44   Bye 奥野 豊  

45   Bye   Q6

46  ルネサス 谷口 健太 谷口 健太  

47  Ｔアイ 吉田 崇宏   

48  ｔｅａｍ薊 大橋 可宏   

49  ＧＢＫ 二宮 大輝 [7]  

50   Bye 二宮 大輝 [7]

51  高崎ＴＣ 堤 圭一   

52  ＴＢＣ 田代 尚己   

53   Bye   Q7

54  ＫＴＲ 吉沢 勉 吉沢 勉  

55   Bye   

56  Ｔｅａｍ薊 大野 慎太郎 大野 慎太郎  

57  Ｍｏｐａｒ 佐藤 京介 [8]  

58   Bye 佐藤 京介 [8]

59  ＫＴＲ 木村 将秀   

60   Bye 木村 将秀  

61   Bye   Q8

62  Ｗｉｎｄｓ 白木 厚好 白木 厚好  

63   Bye   

64  ノグチＴＣ 星野 駿介 星野 駿介  



2020年第58回群馬県春季テニストーナメント

MS-予選（2）
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

65  Ｍｏｐａｒ 吉田 修 [9]  

66   Bye 吉田 修 [9]

67  高水 岩井 慎   

68   Bye 岩井 慎  

69   Bye   Q9

70  上野山ＴＳ 高見 駿 高見 駿  

71   Bye   

72  ＳＰＤ 中山 幸太 中山 幸太  

73  上野山ＴＳ 大山 恭史朗 [10]  

74   Bye 大山 恭史朗 [10]

75  一筆ＴＣ 長澤 寛   

76  ルネサス 岸本 秀輝   

77   Bye   Q10

78  新田ＴＣ 荘 隆俊 荘 隆俊  

79   Bye   

80  一筆ＴＣ 菊川 達啓 菊川 達啓  

81  Ｍｏｐａｒ 石澤 裕輝 [11]  

82   Bye 石澤 裕輝 [11]

83  高水 反町 圭介   

84   Bye 反町 圭介  

85  上武大学 中村 博敏   Q11

86  高水 近光 亮   

87   Bye   

88  ミナミ 松村 綾汰 松村 綾汰  

89  ＭＡＴインドア 小暮 友貴 [12]  

90   Bye 小暮 友貴 [12]

91 M131389 高崎工業高校 村田 幸鮮   

92   Bye 村田 幸鮮  

93   Bye   Q12

94  リベロ 中村 芳生 中村 芳生  

95  ミナミ 定形 直紀   

96  ＧＵＴ 金井 孝太   

97  マッカリー 石井 大祐 [13]  

98   Bye 石井 大祐 [13]

99 M134475 上武大学 佐藤 孝弘   

100   Bye 佐藤 孝弘  

101   Bye   Q13

102  スバル 原 俊之 原 俊之  

103   Bye   

104  あかぎＴＣ 戸所 朋生 戸所 朋生  

105  Ｇ－ＴＭＳ 石塚 修 [14]  

106   Bye 石塚 修 [14]

107  尾島クラブ 高井 伸也   

108   Bye 高井 伸也  

109   Bye   Q14

110  ｔｅａｍ薊 山田 崇史 山田 崇史  

111  薮塚ＴＣ 橋本 寛   

112  Ｔネット 井田 守昭   

113  ミナミ 羽鳥 智之 [15]  

114   Bye 羽鳥 智之 [15]

115  ミツバ 内田 拓弥   

116   Bye 内田 拓弥  

117   Bye   Q15

118  今井クラブ 中村 晟央 中村 晟央  

119  マキシマム 藤井 浩司   

120  Ｍｏｐａｒ 小俣 智弥   

121 M131813 高崎ＴＣ 富田 一星 [16]  

122   Bye 富田 一星 [16]

123  紅しょうが 代田 純也   

124   Bye 代田 純也  

125   Bye   Q16

126  高崎ＴＣ 今野 英俊 今野 英俊  

127  上野山ＴＳ 吉澤 天翔   

128  ＫＴＲ 長谷川 修   



2020年第58回群馬県春季テニストーナメント

WS
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Qarterfinals Semifinals Final 勝者

   

1  一筆ＴＣ 福井 景子 [1]  

    

2   Q   

     

3   Q   

     

4  一筆ＴＣ 杉本 夏菜   

     

5   Q   

     

6   Q   

     

7   Q   

     

8 F131287 ＭＡＴインドア 阿部 咲良 [5/8]   

     

9 F50837 上武大学 松井 南美 [3/4]   

     

10  エリス 池田 直子   

     

11  ミナミ 高橋 実穂   

     

12  前レ 竹田 尚代   

     

13   Q   

     

14   Q   

     

15  上野山ＴＳ 武井 みなみ   

     

16 F131834 高崎ＴＣ 町田 瑠衣 [5/8]   

     

17  一筆ＴＣ 福井 順子 [5/8]   

     

18   Q   

     

19  サン 林 麻衣子   

     

20   Q   

     

21   Q   

     

22   Q   

     

23   Q   

     

24  あかぎＴＣ 田村 瑞姫 [3/4]   

     

25 F52965 高崎ＴＣ 大橋 愛莉 [5/8]   

     

26   Q   

     

27   Q   

     

28  エリス 妹尾 尚美   

     

29  一筆ＴＣ 鈴木 藍   

     

30   Q   

     

31   Q   

     

32 F131445 上野山ＴＳ 北爪 優日 [2]  



2020年第58回群馬県春季テニストーナメント

WS-予選
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Round 1 Finals 予選勝者

1 F131922 ＭＡＴインドア 中村 桃子 [1]

2   Bye 中村 桃子 [1]

3   Bye   Q1

4  エリス 山田 恵子 山田 恵子  

5 F131838 高崎ＴＣ 楠本 奈々 [2]  

6   Bye 楠本 奈々 [2]

7  一筆ＴＣ 平田 有紀   Q2

8  サークルＭ 蝦澤 一子   

9  クロノス 山宮 真樹 [3]  

10   Bye 山宮 真樹 [3]

11  ヴィクト 根岸 敦子   Q3

12  共愛学園 荘 優月   

13 F131832 高崎ＴＣ 松本 多恵 [4]  

14   Bye 松本 多恵 [4]

15   Bye   Q4

16  上野山ＴＳ 武井 未来 武井 未来  

17  尾島クラブ 田端 樹鈴 [5]  

18   Bye 田端 樹鈴 [5]

19   Bye   Q5

20 F50670 上武大学 牛尾 成美 牛尾 成美  

21 F154770 上武大学 松井 香奈美 [6]  

22   Bye 松井 香奈美 [6]

23  一筆ＴＣ 村田 莉奈   Q6

24  ＪＳＳ 藤生 優子   

25  Ｉ　Ｔ　Ｔ 吉井 摂子 [7]  

26   Bye 吉井 摂子 [7]

27   Bye   Q7

28  高水 栗山 道代 栗山 道代  

29  Ｉ　Ｔ　Ｔ 梅田 真希 [8]  

30   Bye 梅田 真希 [8]

31   Bye   Q8

32  ミナミ 倉林 夢生 倉林 夢生  

33 F53219 高崎ＴＣ 佐藤 優衣 [9]  

34   Bye 佐藤 優衣 [9]

35   Bye   Q9

36  Ｉ　Ｔ　Ｔ 高橋 京 高橋 京  

37  高水 小林 富美子 [10]  

38   Bye 小林 富美子 [10]

39   Bye   Q10

40 F131835 高崎ＴＣ 山川 日菜 山川 日菜  

41  高水 神沢 富士江 [11]  

42   Bye 神沢 富士江 [11]

43  エリス 村田 映子   Q11

44  前ク 萩原 由美子   

45  あすなろ 永井 綾子 [12]  

46   Bye 永井 綾子 [12]

47   Bye   Q12

48  前ク 新井 仁美 新井 仁美  

49  一筆ＴＣ 今泉 夏音 [13]  

50   Bye 今泉 夏音 [13]

51  高崎ＴＣ 浦辺 三知江   Q13

52 F128165 上武大学 田端 麻鈴   

53  高水 六本木 由美子 [14]  

54   Bye 六本木 由美子 [14]

55   Bye   Q14

56  前ク 兵藤 美香 兵藤 美香  

57 F53080 高崎ＴＣ 関口 裕望  

58   Bye 関口 裕望

59   Bye   Q15

60  ヴィーナス 岩田 礼子 岩田 礼子  

61 F131827 高崎ＴＣ 大橋 來愛  

62   Bye 大橋 來愛

63   Bye   Q16

64  Ｔアイ 吉田 理沙 吉田 理沙  



2020年第58回群馬県春季テニストーナメント

MD
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

 Ｍｏｐａｒ 佐藤 京介 [1]

1  Ｍｏｐａｒ 石澤 裕輝 佐藤 京介 [1] 

   石澤 裕輝 

2   Bye   

 スバル 原 俊之   

3  Ｔアイ 吉田 崇宏   

 サン 田口 浩司   

4  高水 萩原 健太   

 ｔｅａｍ薊 大橋 可宏   

5  ｔｅａｍ薊 山田 崇史   

 一筆ＴＣ 池田 賢矢   

6  一筆ＴＣ 菊川 達啓   

 ミツバ 内田 拓弥   

7  一筆ＴＣ 長澤 寛   

 クロノス 吉田 謙二 [5/8]   

8  ＭＭＴＣ 飯塚 海斗   

 Ｍｏｐａｒ 吉田 修 [3/4]   

9  Ｍｏｐａｒ 栗原 巧 吉田 修 [3/4]  

   栗原 巧  

10   Bye   

 Ｔネット 井田 守昭   

11  ＴＢＣ 田代 尚己   

 ｅＮｉｓｈｉ 松本 卓人   

12  高崎ＴＣ 白石 大雅   

 紅しょうが 代田 純也   

13  尾島クラブ 高井 伸也   

 館林Ｊｒ 亀山 日向   

14 M131813 高崎ＴＣ 富田 一星   

 マキシマム 藤井 浩司   

15  マキシマム 青木 哲郎   

 一筆ＴＣ 石内 良幸 [5/8]   

16  一筆ＴＣ 祐恒 太一朗   

 上野山ＴＳ 香村 和哉 [5/8]   

17  上野山ＴＳ 上野山 大洋   

 上武大学 中村 博敏   

18  高崎ＴＣ 今野 英俊   

 高崎ＴＣ 堤 圭一   

19  クロノス 山宮 友和   

 ルネサス 岸本 秀輝   

20  ルネサス 谷口 健太   

 高水 反町 圭介   

21  高水 近光 亮   

 あすなろ 佐藤 靖人   

22  館林ローン 相場 学   

     

23   Bye 粕川 徹 [3/4]  

 あかぎＴＣ 粕川 徹 [3/4] 阿久津 哲也  

24  あかぎＴＣ 阿久津 哲也   

 大泉ナベ 井本 涼介 [5/8]   

25  高崎ＴＣ 木野 翔 井本 涼介 [5/8]  

   木野 翔  

26   Bye   

 ミナミ 後藤 翔太   

27  ミナミ 笠原 翔真   

 上野山ＴＳ 吉井 健   

28  上野山ＴＳ 氏原 亮   

 上野山ＴＳ 上野山 竜人   

29  上野山ＴＳ 大山 恭史朗   

M129022 ミナミ 青木 源   

30  ミナミ 高木 駿太   

     

31   Bye 備前島 貴之 [2]  

 一筆ＴＣ 備前島 貴之 [2] 石井 大祐  

32  マッカリー 石井 大祐  
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 一筆ＴＣ 福井 順子 [1] 

1  一筆ＴＣ 鈴木 藍 福井 順子 [1] 

   鈴木 藍 

2   Bye   

 高水 神沢 富士江   

3  サークルＭ 蝦澤 一子   

F131489 ＭＡＴインドア 小林 杏里紗   

4 F131832 高崎ＴＣ 松本 多恵   

F131922 ＭＡＴインドア 中村 桃子   

5 F131287 ＭＡＴインドア 阿部 咲良   

 Ｔアイ 吉田 理沙   

6  あすなろ 永井 綾子   

 ヴィーナス 岩田 礼子   

7  高崎ＴＣ 浦辺 三知江   

F131445 上野山ＴＳ 北爪 優日 [5/8]   

8  一筆ＴＣ 村田 莉奈   

 一筆ＴＣ 福井 景子 [3/4]   

9  尾島クラブ 高井 夏未 福井 景子 [3/4]  

   高井 夏未  

10   Bye   

 前ク 新井 仁美   

11  高水 栗山 道代   

F131490 高崎ＴＣ 小林 鈴   

12 F131834 高崎ＴＣ 町田 瑠衣   

F131827 高崎ＴＣ 大橋 來愛   

13 F131838 高崎ＴＣ 楠本 奈々   

 高水 六本木 由美子   

14  ヴィクト 根岸 敦子   

     

15   Bye 武井 みなみ [5/8]  

 上野山ＴＳ 武井 みなみ [5/8] 武井 未来  

16  上野山ＴＳ 武井 未来   

 上野山ＴＳ 戸塚 美求 [5/8]   

17  サンク 田幡 美菜 戸塚 美求 [5/8]  

   田幡 美菜  

18   Bye   

 あかぎＴＣ 田村 瑞姫   

19  共愛学園 荘 優月   

 クロノス 吉澤 涼香   

20  クロノス 山宮 真樹   

 一筆ＴＣ 今泉 夏音   

21 F128165 上武大学 田端 麻鈴   

 エリス 池田 直子   

22  高崎ＴＣ 石川 理絵   

     

23   Bye 小林 明日香 [3/4]  

 上野山ＴＳ 小林 明日香 [3/4] 狩野 美智子  

24  サンク 狩野 美智子   

F50837 上武大学 松井 南美 [5/8]   

25 F154770 上武大学 松井 香奈美   

 前ク 兵藤 美香   

26  前ク 萩原 由美子   

 エリス 山田 恵子   

27  エリス 晝間 ゆず   

 ＪＳＳ 村野 美樹   

28  前レ 竹田 尚代   

 サークルＭ 田村 恵子   

29  高崎ＴＣ 袋井 亜由美   

 サンク 太田 季歩   

30  サンク 木澤 七海   

     

31   Bye 大橋 愛莉 [2]  

F52965 高崎ＴＣ 大橋 愛莉 [2] 青木 さち  

32  ミナミ 青木 さち  

   

  


