
2021　DUNLOP SRIXON　一般男子ダブルス

No Seed Name 1R 2R QF SF F

吉井 健 上野山TS
木野 翔 高崎TC
0 0 吉井 健

BYE 0 木野 翔

清水 愁平 県庁ローン 清水 愁平 80

清水 湧作 県庁ローン 清水 湧作

馬場 竜太郎 さざんか 86 三井 優太

田島 哲也 SS 長谷川 諒

橋本 和也 Yips 田島 準平 84

藤村 優志 境テニスクラブ 山田 裕貴

田島 準平 Mopar TC 80 三井 優太

山田 裕貴 太田テニスクラブ 長谷川 諒

堀越 大地 S.T.C 三井 優太 82

戸田 真太朗 群栄化学 長谷川 諒

三井 優太 上武大学 82 三井 優太

長谷川 諒 上武大学 長谷川 諒

門倉 一樹 MAT高崎テニスクラブ 三嶋 宏輝 82

定形 直紀 ミナミグリーンテニスクラブ 江黒 航

三嶋 宏輝 ＶＬＴ WO 柵木 智裕

江黒 航 ＶＬＴ 村田 幸鮮

柵木 智裕 高崎工業高校 柵木 智裕 83

村田 幸鮮 高崎工業高校 村田 幸鮮

金子 颯汰 館林Jr.テニスクラブ 81 松本 啓亮

鈴木 洸喜 館林Jr.テニスクラブ 柳井 翔太

佐藤 啓寿 Tネット 松本 啓亮 86

細井 喬道 Tネット 柳井 翔太

松本 啓亮 P3テニスクラブ 83 松本 啓亮

柳井 翔太 P3テニスクラブ 柳井 翔太

御厨 太祐 太田テニスクラブ 高井 伸也 85

斎藤 将之 太田テニスクラブ 中村 晟央

高井 伸也 小倉クラッチ 81 三井 優太

中村 晟央 小倉クラッチ 長谷川 諒

備前島 貴之 一筆テニスクラブ 備前島 貴之 84

吉田 謙ニ 東テニスクラブ 吉田 謙ニ

塚田 明嗣 Yips WO 星野 駿介

高村 蓮 境テニスクラブ 須貝 聖也

星野 駿介 ノグチテニスカレッジ 星野 駿介 83

須貝 聖也 Yips 須貝 聖也

髙橋 一貴 あうとぉー 81 吉田 修

根本 悠紀斗 あうとぉー 小俣 智弥

町田 柊也 MAT前橋テニスアカデミー 大浦 結翔 84

淡島 要 ミナミグリーンテニスクラブ 植松 駿

大浦 結翔 上野山テニススクール 84 吉田 修

植松 駿 MATインドアスクール 小俣 智弥

0 0 86

BYE 0
吉田 修 Mopar TC 澤入 春斗

小俣 智弥 ミツバ　テニス部 大野 真寛

澤入 春斗 MAT高崎テニスクラブ 澤入 春斗 86

大野 真寛 MAT高崎テニスクラブ 大野 真寛

塩澤 竜馬 MATインドアスクール 81 澤入 春斗

岡田 拓士 尾島ジュニアテニスクラブ 大野 真寛

高澤 旭寿 ルアンテニスクラブ 高澤 旭寿 97

一木 玲真 ミナミグリーンテニスクラブ 一木 玲真

吉川 常幸 さざんか 81 澤入 春斗

筑井 秀行 さざんか 大野 真寛

池田 光輝 一筆テニスクラブ 池田 光輝 83

川島 大夢 キリウテニスクラブ 川島 大夢

庄司 大輔 GUT WO 池田 光輝

木村 正憲 GUT 川島 大夢

0 0 WO

BYE 0
菊川 達啓 一筆テニスクラブ
池田 賢矢 一筆テニスクラブ
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2021　DUNLOP SRIXON　一般女子ダブルス

No Seed Name 1R 2R QF SF F

武井 未来 上野山テニススクール
武井 みなみ 上野山テニススクール
0 0 武井 未来

BYE 0 武井 みなみ

今泉 夏音 一筆テニスクラブ 今泉 夏音 83

今泉 里咲 一筆テニスクラブ 今泉 里咲

根岸 典子 前橋ローンテニスクラブ 81 松井 南美

佐藤 美奈 前橋ローンテニスクラブ 晝間 ゆず

須永 明美 JSS 須永 明美 86

山中 真弓 ミナミグリーンテニスクラブ 山中 真弓

長谷川 純子 太田レディーステニスクラブ 85 松井 南美

加藤 久子 太田レディーステニスクラブ 晝間 ゆず

上村 千恵美 Blitz 松井 南美 80

石川 真紀 YSTC 晝間 ゆず

松井 南美 上武大学 82 松井 南美

晝間 ゆず エリステニスクラブ 晝間 ゆず

狩野 美智子 サンクテニスクラブ 83

山宮 真樹 群馬銀行テニス部
0 0 狩野 美智子

BYE 0 山宮 真樹

松井 香奈美 上武大学 黒崎 凪沙 81

勝間 みなみ 上武大学 宮崎 悠衣

黒崎 凪沙 尾島ジュニアテニスクラブ WO 狩野 美智子

宮崎 悠衣 尾島ジュニアテニスクラブ 山宮 真樹

吉田 理沙 Tアイ 吉田 理沙 80

小金澤 沙織 Tアイ 小金澤 沙織

橋本 文江 前橋ローンテニスクラブ 82 栗原 里奈

大野 朝子 前橋ローンテニスクラブ 佐野 悠里

0 0 82

BYE 0
栗原 里奈 ダブルフォルト 松井 南美

佐野 悠里 ダブルフォルト 晝間 ゆず

吉井 摂子 伊勢崎テニスチーム 84

三木 加奈子 サンクテニスクラブ
0 0 吉井 摂子

BYE 0 三木 加奈子

小此木 忍 前橋ローンテニスクラブ 小此木 忍 81

佐藤 真紀 前橋ローンテニスクラブ 佐藤 真紀

平田 千夏 一筆テニスクラブ WO 吉井 摂子

石井 愛笑 一筆テニスクラブ 三木 加奈子

小林 広美 前橋ローンテニスクラブ 小林 広美 85

大出 和子 サークル・M 大出 和子

冨山 実玖 尾島ジュニアテニスクラブ 80 小林 広美

渡邊 瑠音 尾島ジュニアテニスクラブ 大出 和子

0 0 85

BYE 0
竹田 尚代 前橋レディース 荘 優月

村野 美樹 JSS 田村 瑞姫

平田 有紀 一筆テニスクラブ 平田 有紀 84

ピーターソン ハイディエリステニスクラブ ピーターソン ハイディ

藤澤 真由美 エリステニスクラブ 80 平田 有紀

野口 英見 前橋レディース ピーターソン ハイディ

森田 康江 館林ローンテニスクラブ 新島 雪江 80

中山 由美子 館林ローンテニスクラブ 黒田 美代子

新島 雪江 太田レディーステニスクラブ WO 荘 優月

黒田 美代子 太田レディーステニスクラブ 田村 瑞姫

小佐野 由貴 Tネット 荘 優月 82

村川 優里奈 Tネット 田村 瑞姫

荘 優月 BamBooHip 83 荘 優月

田村 瑞姫 あかぎテニスクラブ 田村 瑞姫

0 0 83

BYE 0
岩田 礼子 ヴィーナス
本田 仁美 エリステニスクラブ
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2021　DUNLOP SRIXON　ベテラン男子ダブルス

No Seed Name 1R QF SF F

青木 哲郎 マキシマム
荘 隆俊 新田テニスクラブ
0 0 青木 哲郎

BYE 0 荘 隆俊

秋山 隆幸 ミナミグリーンテニスクラブ 八ツ田 光伸 86

山本 龍 ミナミグリーンテニスクラブ 本田 直大

八ツ田 光伸 SAC 97 青木 哲郎

本田 直大 エリス 荘 隆俊

井田 薫 高崎水曜テニス会 83

中原 勉 MAT高崎テニスクラブ
0 0 井田 薫

BYE 0 中原 勉

0 0 83

BYE 0
高坂 哲朗 一筆テニスクラブ 近光 亮

冨田 宗宏 一筆テニスクラブ 林 宏信

星野 亨 KTR 84

吉沢 勉 KTR
0 0 星野 亨

BYE 0 吉沢 勉

0 0 80

BYE 0
萩原 秀実 マキシマム 近光 亮

塚越 信弘 富士通FS 林 宏信

青山 祥一 榛嶺テニスクラブ 境野 仁 84

阿部 三郎 榛嶺テニスクラブ 白石 裕治

境野 仁 スプレッドテニスクルー 83 近光 亮

白石 裕治 MAT高崎テニスクラブ 林 宏信

0 0 80

BYE 0
近光 亮 高崎水曜テニス会
林 宏信 高崎水曜テニス会
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