
■  期日 令和2年8月22日(土)・29日(土)・9月5日(土)・12日(土)・26日(日)

予備日　9月27日(日)

■  会場 藤岡市庚申山総合運動公園テニスコート

(藤岡2606番地)

□  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

□  主管 群馬県テニス協会藤岡支部

2020年度　第24回

群馬県秋季テニストーナメント
女子C級

記　録



1R 2R 3R 4R QF SF

seed

反町 晴美 前レ
0 80

64

高澤 雛李

63 BYE
62 高澤 雛李 共愛中 80

大川　真央 ルアン 高澤 雛李 64

スプレッドテニスクルー 高澤 雛李

61
60 保科 杏
59 BYE 0 80

58 BYE 0 保科 杏
57 永山 直美 太田レ 60

56 石井 愛笑 一筆ＴＣ 高澤 雛李
55 BYE 0 81

54 原田　怜依 共愛学園 W.O 石井 愛笑
53 後藤 有子 あかぎＴＣ 原田　怜依 W.O

52 売野 知子 ルネサス 80 売野 知子
51 蟹江　珠里 前橋育英 売野 知子 80

50 BYE 0 売野 知子
49 福島　展子 WTA 82

48 山本 晄 ミナミ 山本 晄
47 BYE 0 80

46 門井　百花 共愛学園 81 山本 晄
45 阿久津 視地子 太田レ 阿久津 視地子 60

44 佐藤　とも江 ルアン 山本 晄
43 BYE 0 81

42 BYE 0 佐藤 多恵子
41 佐藤 多恵子 太田レ 61

40 小竹 里沙 ＶＬＴ 山本 晄
39 BYE 0 W.O

38 BYE 0 小竹 里沙
37 森田 菜月 新橋ＴＣ 64

36 上原 昌子 あかぎＴＣ 85 五味田 莉子
35 五味田 莉子 尾島Ｊｒ 五味田 莉子 84

34 BYE 0 五味田 莉子
33 3～4 齊藤 妙子 山田ＴＫ 60

32 髙橋 奏来 ウィル 山本 晄
31 BYE 0 80

30 平林 幸子 ＴＪＣ W.O 髙橋 奏来
29 登佐 友奈 ＶＬＴ 平林 幸子 76(5)

28 吉原 貴子 伊レ 吉原 貴子
27 BYE 0 83

26 BYE 0 吉原 貴子
25 菅根 智子 高水 62

24 上野 さなえ ＶＬＴ 平田 千夏
23 BYE 0 82

22 岸　茉那 共愛学園 81 岸　茉那
21 鈴木 奈々子 上野山ＴＳ 岸　茉那 63

20 平田 千夏 一筆ＴＣ 85 平田 千夏
19 大川 桃奈 Ｇｕｔｓ！ 平田 千夏 81

18 BYE 0 平田 千夏
17 橋本 かよ子 東太田 84

16 倉繁　瑠里 太女 倉繁　瑠里
15 BYE 0 62

14 阿部 帆夏 新橋ＴＣ 86 倉繁　瑠里
13 清水 利恵 信越化学 阿部 帆夏 61

12 上原 規子 あかぎＴＣ 倉繁　瑠里
11 BYE 0 82

10 BYE 0 上原 規子
9 坂巻 希音 新橋ＴＣ 62

8 遠藤 美喜子 サンピア 倉繁　瑠里
7 BYE 0 80

6 BYE 0 遠藤 美喜子
5 平田 希輝 ウィル 60

4 小池 美由紀 榛東テニス 81 小池 美由紀
3
2 BYE 0 小池 美由紀

エリステニスクラブ

C級女子シングルス（1）

1 1 阿部 美代子

野村　亨恵 ルアン 小池 美由紀 83

F

48

樋口 眞葵 75

山本 晄
100

樋口 眞葵



1R 2R 3R 4R QF SF

seed

128 2 清水 美穂 ＶＬＴ
BYE 0 81

サン 85 八木　愛望

127
126 上原 由菜
125 八木　愛望 太女 八木　愛望 64

124 田村 かつ枝 つくし会 八木　愛望
0 82

黒岩　由希子

123 BYE
122 BYE 0

黒岩　由希子 WTA 61

ＭＡＴインドア 八木　愛望

121

80
120 仙波 千穂子
119 BYE 0

樺沢　長子 WTA 82 富田 あさひ
高崎TC 富田 あさひ 64

118

山鹿 美瑠

117 富田 あさひ
116 山鹿 美瑠 尾島テニスクラブ W.O

磯部 祐美子 前レ 山鹿 美瑠 86

0 山鹿 美瑠

115

82
114 BYE
113 堀越 美来 スプレッドテニスクルー

野崎 花乃夢 尾島Ｊｒ 樋口 眞葵
0 86

112

野崎 花乃夢

111 BYE
110 根岸 愛莉 館林Ｊｒ 97

黒崎 凪沙 尾島Ｊｒ 黒崎 凪沙 63

Ｂｌｉｔｚ 市川 亜子

109

82
108 真下 初枝
107 BYE 0

BYE 0 市川 亜子
ＭＡＴインドア 61

106

樋口 眞葵

105 市川 亜子
104 綱島 美音子 Ｙ・Ｔ・Ｃ

BYE 0 81

0 綱島 美音子

103

60
102 BYE
101 高瀨 絢加 尾島Ｊｒ

樋口 眞葵 ＭＡＴインドア 81 樋口 眞葵
ＶＬＴ 樋口 眞葵 82

100

樋口 眞葵

99 早崎 あゆみ
98 BYE 0

佐々木 博子 伊レ 63

あかぎＴＣ 樋口 眞葵

97

81
96 3～4 青山 奈央
95 BYE 0

永田 容子 高水 青山 奈央
0 64

94

青山 奈央

93 BYE
92 三原　奈津希 前橋育英

BYE 0 82

0 三原　奈津希

91

60
90 BYE
89 小林 しのぶ 太田レ

柿沼 優奈 ＶＬＴ 石川 あやの
0 82

88

石川 あやの

87 BYE
86 石川 あやの ウィル 80

町田 明美 太田レ 石川 あやの 60

高水 97 石川 あやの

85

83
84 高橋 明音
83 高橋 萌生 グリンヒル 高橋 萌生

BYE 0 長谷川 純子
太田レ 85

82

倉林 華夢

81 長谷川 純子
80 阿部 妃夏 新橋ＴＣ

BYE 0 76RET

エリステニスクラブ 81 阿部 妃夏

79

62
78 奈良場 令子
77 剱持　京子 ミナミ 奈良場 令子

関本 夕美子 エリステニスクラブ 阿部 妃夏
0 98(4)

76

関本 夕美子

75 BYE
74 BYE 0

小川 順子 太田レ 60

ＭＡＴインドア 倉林 華夢

73

W.O
72 今井 三富美
71 BYE 0

BYE 0 大塚 怜未
上野山ＴＳ 62

70

倉林 華夢

69 大塚 怜未
68 結城　洋子 一筆TC 86

坂本　麻緒 前橋育英 坂本　麻緒 80

0 倉林 華夢

67
66 BYE
65 倉林 華夢 ミナミ

C級女子シングルス（2）



1R 2R 3R QF SF

Seed

吉原 貴子 伊レ
半田　ゆり子 ミナミ
0 0 八木　愛望

BYE 0 倉繁　瑠里

小板橋 令子 山田ＴＫ 八木　愛望 81

相原 光美 山田ＴＫ 倉繁　瑠里

八木　愛望 太女 82 八木　愛望

倉繁　瑠里 太女 倉繁　瑠里

登佐 友奈 ＶＬＴ 阿久津 視地子 60

上野 さなえ ＶＬＴ 永山 直美

阿久津 視地子 太田レ W.O 阿久津 視地子

永山 直美 太田レ 永山 直美

0 0 84

BYE 0
田村 かつ枝 つくし会 八木　愛望

結城　洋子 一筆TC 倉繁　瑠里

小岩井 美恵子 太田レ 62

山崎 陽子 太田レ
0 0 佐藤　とも江

BYE 0 近藤　早智江

佐藤　とも江 ルアン 佐藤　とも江 86

近藤　早智江 ルアン 近藤　早智江

菅根 智子 高水 80 佐藤　とも江

門田 奈緒子 高崎ＴＣ 近藤　早智江

杉村 美紀代 ラ・ボール 早崎 あゆみ 63

佐々木 博子 伊レ 小竹 里沙

早崎 あゆみ ＶＬＴ 85 早崎 あゆみ

小竹 里沙 ＶＬＴ 小竹 里沙

0 0 97

BYE 0
反町 晴美 前レ 石川 あやの

綱島 美音子 Ｙ・Ｔ・Ｃ 山本 晄

清水 利恵 信越化学 97

中曽根 美恵子 ナミエ
0 0 清水 利恵

BYE 0 中曽根 美恵子

高橋 明音 高水 小川 順子 84

鈴木 奈々子 上野山ＴＳ 福田　喜代美

小川 順子 太田レ 97 石川 あやの

福田　喜代美 MATインドア 山本 晄

石原　裕子 ルアン 石川 あやの 60

野村　亨恵 ルアン 山本 晄

石川 あやの ウィル 83 石川 あやの

山本 晄 ミナミ 山本 晄

0 0 80

BYE 0
蟹江　珠里 前橋育英 石川 あやの

坂本　麻緒 前橋育英 山本 晄

赤石 八重子 ラ・ボール 62

栗原 せつ子 ラ・ボール
0 0 赤石 八重子

BYE 0 栗原 せつ子

宇野 晶恵 太田レ 黒岩　由希子 81

高橋 美津江 東太田 福島　展子

黒岩　由希子 WTA 86 赤石 八重子

福島　展子 WTA 栗原 せつ子

湯本 久美子 長野原 芝﨑 仁美 61

大澤 みち子 渋ク 谷川 まい

芝﨑 仁美 ＭＡＴインドア W.O 小林 しのぶ

谷川 まい ＴアイＪ 長谷川 純子

0 0 80

BYE 0
小林 しのぶ 太田レ
長谷川 純子 太田レ

32

30

31

28

29

26

27

24

25

22

23

20

21

18

19

16

17 3～4

14

15

12

13

10

11

8

9

6

7

4

5

C級女子ダブルス（1）

1 1

2

3

石川 あやの 石川 あやの

山本 晄 山本 晄

伊平 久子 61

吉沢 和代
33

F

22



1R 2R 3R QF SF

Seed

伊平 久子 ミナミ
吉沢 和代 ミナミ
0 0 伊平 久子

BYE 0 吉沢 和代

門井　百花 共愛学園 齊藤 妙子 84

原田　怜依 共愛学園 色川 好美

齊藤 妙子 山田ＴＫ 97 伊平 久子

色川 好美 山田ＴＫ 吉沢 和代

佐藤　圭子 前レ 佐々木 愛 62

高橋　希美 前レ 加藤 久子

佐々木 愛 太田レ 85 佐々木 愛

加藤 久子 太田レ 加藤 久子

0 0 84

BYE 0
髙橋 奏来 ウィル 伊平 久子

前原　彩快 藪塚TC 吉沢 和代

宮崎 悠衣 尾島Ｊｒ 64

黒崎 凪沙 尾島Ｊｒ
0 0 上原 規子

BYE 0 後藤 有子

上原 規子 あかぎＴＣ 上原 規子 82

後藤 有子 あかぎＴＣ 後藤 有子

橋本 かよ子 東太田 84 山路 範子

町田 明美 太田レ 平井 桂子

太田 順子 サンク 新島 雪江 64

松沼 雪美 サンク 黒田 美代子

新島 雪江 太田レ 86 山路 範子

黒田 美代子 太田レ 平井 桂子

0 0 81

BYE 0
山路 範子 スプレッドテニスクルー 伊平 久子

平井 桂子 スプレッドテニスクルー 吉沢 和代

小金澤 沙織 Ｔアイ 98(5)

小金澤 ゆかり Ｔアイ
0 0 山﨑 八重子

BYE 0 奈良場 令子

坂巻 希音 新橋ＴＣ 山﨑 八重子 82

阿部 帆夏 新橋ＴＣ 奈良場 令子

山﨑 八重子 ラ・ボール 81 山﨑 八重子

奈良場 令子 エリステニスクラブ 奈良場 令子

栗原 美由紀 ラ・ボール 平田 千夏 64

小林 久美子 吉井テニスクラブ 高澤 雛李

平田 千夏 一筆ＴＣ 84 平田 千夏

高澤 雛李 共愛中 高澤 雛李

0 0 81

BYE 0
高瀨 絢加 尾島Ｊｒ 山﨑 八重子

野崎 花乃夢 尾島Ｊｒ 奈良場 令子

平林 幸子 ＴＪＣ 63

加藤 宏美 ＴＪＣ
0 0 遠藤 美喜子

BYE 0 寺尾 美由紀

森田 菜月 新橋ＴＣ 遠藤 美喜子 84

阿部 妃夏 新橋ＴＣ 寺尾 美由紀

遠藤 美喜子 サンピア W.O 赤澤 博子

寺尾 美由紀 サンピア 阿部 美代子

萩原　浩美 一筆TC 樺沢　長子 60

売野 知子 ルネサス 小沢　文代

樺沢　長子 WTA 84 赤澤 博子

小沢　文代 WTA 阿部 美代子

0 0 86

BYE 0
赤澤 博子 ヴィーナス
阿部 美代子 エリステニスクラブ

63

64 2

61

62

59

60

57

58

55

56

53

54

51

52

49

50

47

48 3～4

45

46

43

44

41

42

39

40

37

38

35

36

33

34

C級女子ダブルス（2）



B級昇格者

女子

● シングルスの部

優 勝 樋 口 眞 葵 （ MATインドア ）

準 優 勝 山 本 晄 （ ミナミ ）

3 位 倉 繁 瑠 里 （ 太田女子高 ）

3 位 倉 林 華 夢 （ ミナミ ）

● ダブルスの部

石 川 あ や の （ ウィル ）

山 本 晄 （ ミナミ ）

伊 平 久 子 （ ミナミ ）

吉 沢 和 代 （ ミナミ ）

優 勝

準 優 勝


