
【お知らせとお詫び】 

 

群馬県テニス協会では春季テニストーナメント大会（Ａ級）をＪ1 大会として長年開催

してきました。そして、予選・本戦の実施方法等についても県協会の運営規定に沿った形

で実施してきたところです。しかしながら、その方式は日本テニス協会が定めるＪＴＡ公

式トーナメント管理関連規則及び公式トーナメント競技関連規則等に必ずしも沿わないも

のでした。 

この度、本大会をＪ1 大会として承認の申請を行なうにあたり次の点をＪＴＡ規則に変

更せざるを得ないことになります。 

① シングルス本戦 32ドローの場合は、DA19-21、Q8、WC3、SE0-2とする。 

② JPIN（ジェーピン）にてドローを作成するためシード順位等の実力評価は JTAオフ

ィシャルランキングに基づく。 

以上の点を考慮して、本戦ストレートを 24 本、予選を 8 本としてドローを組むこと。

また、本戦ストレートの選考やシードも JTAオフィシャルランキングを優先して決定する

こととしました。 

従いまして、本日のところは大会日程と本戦ストレートリストのみの発表としました。

組合せ結果についてはトーナメントプランナーを使用した上で早急に発表します。 

大会期日が迫る中での実施方法等の変更となり、参加される選手や関係者の皆様にはご

迷惑をおかけしますがご理解とご協力をお願いします。 

 

令和５年３月７日 

群馬県テニス協会 理事長・競技部長 中村博敏 



* 男子シングルス予選は、全員3/25開始となりますが、女子シングルスは3/25または3/26が初日となります。

* 詳細日程はドロー掲載時となります。

男子S予選1R 女子本戦S1R

男子S予選2R 男S予選3R残り試合

女子予選F

男子予選F

男子S予選2R 男子本戦S1R

女子S予選1R

女子S予選1R 女子D1R

男子S予選2R

男子S予選3R 男子D1R 男子D2R

女子D2R

男子S予選3R

＊ 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。

女子S･2R 女子S･QF 男子S･SF 男子S･F

女子S･SF 女子S･F

男子S･2R 男子S･QF * S・SF勝者の選手が

単複兼ねていない場合は

Fを行う場合があります。

女子D･QF 女子D･SF 男子D･F

女子D･F

男子D･QF 男子D･SF

ＡＬＳＯＫぐんま総合 ＡＬＳＯＫぐんま総合

　　　　　　　　　　　　　　　　　*予備日  未定
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日時 4月9日（日）８ 4月15日（土）4

会場 ＡＬＳＯＫぐんま総合 ＡＬＳＯＫぐんま総合

4月22日（土）4 4月30日（日）

順次 12:00 12:00

順次

11:45 10:30

日　　　程

日時 3月25日（土） 3月26日（日） 4月8日（土）

会場 ＡＬＳＯＫぐんま総合 ＡＬＳＯＫぐんま総合 ＡＬＳＯＫぐんま総合

9:15 9:15 9:15

10:30 10:30



No 種目 Jpin-No 氏名 所属団体名

1 男子シングルス M131423 上野山 大洋 上野山TS

2 男子シングルス M52820 町田 蓮 MATインドア

3 男子シングルス M53547 新井 修平 MAT高崎TC

4 男子シングルス M131647 桶谷 奎太 MATインドア

5 男子シングルス M131816 根本 悠希 MAT高崎TC

6 男子シングルス M131394 澤入 春斗 MAT高崎TC

7 男子シングルス M131806 橋本 宇弘 MAT高崎TC

8 男子シングルス M84661 小町谷 恵輔 上武大学

9 男子シングルス M131426 大野 真寛 MAT高崎TC

10 男子シングルス M131458 葛生 哉汰 上野山TS

11 男子シングルス M707194 川上 祥 GGU

12 男子シングルス M131973 米野 俊亮 MAT高崎TC

13 男子シングルス M131390 鈴木 荘太郎 一筆TC

14 男子シングルス 備前島 駿 ミナミ

15 男子シングルス 井本 涼介 大泉ナベ

16 男子シングルス 栗原 巧 K-spec

17 男子シングルス 笠原 翔真 ミナミ

18 男子シングルス 松本 卓人 eNishi

19 男子シングルス 高澤 旭寿 ルアン

20 男子シングルス 都筑 司 エリス

21 男子シングルス 飯塚 海斗 YMTC

22 男子シングルス 岩井 慎 高水

23 男子シングルス 須田 光紀 MATインドア

24 男子シングルス 堤 圭一 MAT前橋

*同順位の場合抽選
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No 種目 Jpin-No 氏名 所属団体名

1 女子シングルス F131837 大橋 來愛 MAT前橋

2 女子シングルス F131838 楠本 奈々 MAT前橋

3 女子シングルス F131489 小林 杏里紗 MATインドア

4 女子シングルス F130550 樋口 眞葵 MATインドア

5 女子シングルス F131486 荘 優月 バンブー

6 女子シングルス F131728 加藤 あかり サンク

7 女子シングルス F052965 大橋 愛莉 MAT前橋

8 女子シングルス F50837 松井 南美 ヴィーナス

9 女子シングルス 中村 桃子 MATインドア

10 女子シングルス Peterson Hydi エリス

11 女子シングルス 藤生 優子 JSS

12 女子シングルス F53219 佐藤 優衣 MAT高崎TC

13 女子シングルス 山宮 真樹 尾島ク

14 女子シングルス 今泉 夏音 尾島ク

15 女子シングルス F131998 山﨑 理央 ミナミ

16 女子シングルス 池田 直子 エリス

17 女子シングルス 浦辺 三知江 高水

18 女子シングルス 永井 綾子 あすなろ

19 女子シングルス 平田 有紀 一筆TC

20 女子シングルス 吉井 摂子 ＩＴＴ

21 女子シングルス 星野 ひかる あかぎTC

22 女子シングルス 村野 美樹 JSS

23 女子シングルス 田村 恵子 サークルM

24 女子シングルス 吉田 真彩 MATインドア

*同順位の場合抽選


