
F1.庭球塾 F1.庭球塾

シクラメン シクラメン

B１．リトルプリンス 2-1 F2.ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 2-1

リトルﾁｬﾛ ﾘﾄﾙキャッツ

A1.あさき 3-0 3-0 F3.レイク 2-1

わくい連合 チャイ

C1．あさき 3-0 F4.あさき 3-0

ﾌﾟﾘｷｭｱⅡ ６レンジャー

D1．ﾃﾆｽﾅッツ 2-1

ｽｰﾊﾟｰｴﾅｼﾞｰ

E1．ラブオール 3-0

D2.あさき

ツムラer68番

F4.あさき 2-1

６レンジャー

E2.名細 2-1

麗人

A3．レイク 2-1

ファニーズ

C2．HKｸﾗﾌﾞ 2-1

ウルトラの母

B3．レイク 3-0

カフェラテ

F3.レイク

チャイ

F2.ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 3-0

ﾘﾄﾙキャッツ

Ａ2．ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 2-1

ﾘﾄﾙビーナス

D3．名細 3-0

アフタヌーンティーwithB

Ｂ2．あさき 2-1

ASK48

C3.東洋組 2-1

東洋女子組

E３.レイク 2-1

ファンキーズ
8

5

6

３位の部

2

3

4

5

6

7

BYE

本戦トーナメントドロー（女子一般の部）

6

1

２位の部

1

2

3

4

１位の部

1

2

3

4

5

運動公園・予選Fブロックの試合

※Fブロックの３位と４位は、３位の部のクジ
　を引く。
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C1．フォレスト

B1．リトルプリンス

ﾘﾄﾙﾘﾘｰｽﾞ C2．Pｏｃｏ 3-0

ビオラ

2-1 C3．あさき 3-0

C3．あさき 3-0 キャンディキャンディ

キャンディキャンディ C4.遊乗会 2-1

A1．あさき 3-0 ミラクル

アグレッシブ

B2.あさき

フルーツバスケット

A2.ﾃﾆｽﾅｯﾂ 3-0

ﾄﾘﾌﾟﾙﾁｬｰｼﾞ

C1．フォレスト 2-1

C2．Pｏｃｏ

ビオラ

C4.遊乗会 3-0

ミラクル

A3．霞ヶ関 2-1

リンリンリン

B3．HKｸﾗﾌﾞ 3-0

ウルトラの嫁

4

２位の部

1

2 BYE

1

１位の部

1

2 BYE

3

4

3

4

3

2

３位の部

本戦トーナメントドロー（女子ベテランの部）

※Cブロックの３位と４位は、
　　３位の部のクジを引く。

運動公園・予選Cブロックの試合
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C1.テニスナッツ

D4.東洋組

心にググッと群馬県 C２.PTC 3-0

B1．遊乗会 2-1 シャンシャン

T-1 2-1 C３.ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 3-0

C1.テニスナッツ 2-1 良太１００％

C4.市役所 3-0

Ａ１．あさき 3-0 ﾁｰﾑA

ikasa

D1．HKクラブ

ウルトラマン

D２.市役所 3-0

ﾁｰﾑB

3-0 D3.ﾚｲｸ 3-0

ショッカーズ

D1．HKクラブ D4.東洋組 3-0

ウルトラマン 心にググッと群馬県

Ａ2．庭球塾 2-1

安藤スペシャル

Ｂ3．東洋組 2-1

クラモリ

C4.市役所 2-1

ﾁｰﾑA

D２.市役所

ﾁｰﾑB

D3.ﾚｲｸ 3-0

ショッカーズ

Ａ3.東洋組 3-0

小澤王国

Ｂ2．あさき 3-0

ナベチキンズ

C３.ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 2-1

良太１００％

C２.PTC 2-1

シャンシャン

本戦トーナメントドロー（男子一般の部）

運動公園・予選Cブロックの試合

1

※CブロックとDブロックの３位と４位は、
３位の部のクジを引く。

２位の部

1

2

3

運動公園・予選Dブロックの試合
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１位の部

1

2

3

4

4

３位の部

2

3

4

5
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C1.ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ

D2.ﾚｲｸ ﾘﾄﾙヤンキース

ツインターボ C２.名細 2-1

A1．名細 3-0 グッドメンズ

人材不足 3-0 C3.遊乗会 2-1

B１．あさき 3-0 OTC
オグライス C4．HKクラブ 2-1

C２.名細 2-1 ウルトラの父
グッドメンズ

D1.ﾌｫﾚｽﾄ

D2.ﾚｲｸ 2-1

ツインターボ

2-1 D3.あさき 2-1

昭和ﾀﾞﾝﾃﾞｨｰｽﾞ

D4.名細 2-1

C4．HKクラブ 名細ロイヤル

ウルトラの父
A2．庭球塾 2-1

ベテランズ

D4.名細 2-1

名細ロイヤル

B2．ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 2-1

ﾘﾄﾙホークス

D1.ﾌｫﾚｽﾄ

D3．あさき 2-1

昭和ﾀﾞﾝﾃﾞｨｰｽﾞ

C3.遊乗会 3-0

OTC
B3.レイク 3-0

ハイブリット

C1.ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ 2-1

ﾘﾄﾙヤンキース
A3．霞ヶ関 3-0

KTP65
6

２位の部

1

2

4

5

2

3

4

３位の部

1

本戦トーナメントドロー（男子ベテランの部）

3

１位の部

1

2

3

4

運動公園・予選Cブロックの試合

運動公園・予選Dブロックの試合

　　３位の部のクジを引く。
※CブロックとDブロックの３位と４位は、
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Ａブロック Ｂブロック Ｃブロック Ｄブロック Eブロック
A1.あさき B1.ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ C1.あさき D1.ﾃﾆｽﾅｯﾂ E1.ラブオール F1.庭球塾 F3.レイク

わくい連合 リトルﾁｬﾛ ﾌﾟﾘｷｭｱⅡ ｽｰﾊﾟｰｴﾅｼﾞｰ シクラメン チャイ
和久井 道代 高橋 和賀子 岡崎 成美 宮下 亜紀子 千葉 まゆみ 柿澤 三千代
上原 千鶴 金子 潤子 片岡 美千子 宮下 華子 井上 舞子 吉澤 深雪
米原 恵子 吉澤 保子 荒井 里夏 青木 明子 須藤 珠美 高梨 由美 柴田 孝子
福士 由夏 古市 祐美 谷島 今日子 児島 壽子 鈴木 淑江 高野 知子 須崎 喜久江
亀谷 緑 内田 典子 木村 若子 有水 恵美 藤原 裕美子 鵜沼 悦子

中石 理恵 邊見 つえ子 鈴木 真弓 室井 映穂 高橋 泰子
吉川 政子 柴崎 留美子 佐藤 広子

A2.ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ B2.あさき C2.HKｸﾗﾌﾞ D2.あさき E2.名細 F2.ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ F4.あさき
リトルビーナス ASK48 ウルトラの母 ツムラer６８番 麗人 ﾘﾄﾙキャッツ 6ﾚﾝｼﾞｬｰ
栗原 美佐子 光村 典子 山越 紀子 長岐 美智子 古賀 昌子 栗原 光子 足立 千明
細矢 美知 北原 智子 中田 裕子 角 由美 小峰 芳枝 熊田 信子 栗原 裕子

早川 久美子 青木 柚香 大山 圭子 小林 弘美 須賀 クニ子 田辺 真由美 髙野 春美
林 初江 佐藤 信枝 皆川 浩子 森谷 美由㐂 鈴木 恭子 小川 美保子 早津 美智世

黒田 美樹 落合佳子 若杉 克代 山内 圭子 弘中 武子 福田 佳子 水越 由美子
中里 恵子 山脇 澄江 羽生田 美津枝 諸田 浩子 横川 弥生 伊藤 奈苗 林 登茂子

川山 さなえ
楠田 祐子

A3.レイク B3.レイク C3.東洋組 D3.名細 E3．レイク
ファ二ーズ カフェラテ 東洋女子組 アフタヌーンティーwithB ファンキーズ
安藤 清美 長岡 嘉代子 高橋 絢子 粕谷 洋子 鎌田 尚子

池辺 八重子 川嶋 ちはる 小林 茉央 宮原 千恵子 橋場 泰子
尾澤 昌美 高橋 勝枝 星野 有希 村上 廣子 荒木 千可子

梅本 由美子 古屋 恵美 土田 結依 屋野 弘子 近藤 美穂
小俣 寛子 谷津 徳美 岩田 亜里沙 鈴木 和子 片桐 早紀
野原 智子 本橋 咲子 笹本 莉名 大場 直美 小須田 恵理子

榎本 光

Ａブロック Ｂブロック
A1．あさき B1.ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ C1.ﾌｫﾚｽﾄ C3.あさき

アグレッシブ ﾘﾄﾙﾘﾘｰｽﾞ キャンディキャンディ

横山 美恵子 佐伯 映子 武藤 行子 池田 加代子
杉山 美奈子 間 美紀子 福岡 厚子 大美賀 由季子
清水 由美子 岡崎 辰枝 内田 英美 佐藤 幸子
篠田 由樹子 小原 喜代美 堀越 文子 野崎 享子
土屋 久美子 甲野 優子 大野 敏枝 手塚 礼子
谷上 令子 武沢 愛子 平田 真弓

永楽 恵以子
A2.ﾃﾆｽﾅｯﾂ B2.あさき C2.Pｏｃｏ C4.遊乗会

ﾄﾘﾌﾟﾙﾁｬｰｼﾞ フルーツバスケット ビオラ ミラクル
小野 好子 林 慶子 足立 京子 中村 優子

関根 真由美 田家 弘美 有川 一子 天沼 早苗
安達 美智子 細谷 典子 有賀 嘉代子 青木 佐智子
浜中 則子 五十嵐 桂子 大橋 幸子 吉田 清美

横田 恵美子 若菜 陽子 前川 ふじ江 浅野 文子
塩野 幸恵子 石渡 順子 神永 章子 磯村 晴美

A3.霞ヶ関 B3.HKｸﾗﾌﾞ
リンリンリン ウルトラの嫁
中岡 幸子 江面 しげる

岡田上 妙子 高橋 和子
山川 フナミ 小峯 礼子
原田 晶子 広田 幸子
菅沼 恵子 細谷 千鶴子
荒川 妙子 藤本 澄子

団体対抗戦メンバー表　

Fブロック

女子の部（ベテランの部）（Ａ～Cブロック） 運動公園(１２面)

Ｃブロック

女子の部（一般の部）（Ａ～Fブロック）　運動公園(１２面)
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Ａブロック Bブロック
A1.あさき B1.遊乗会 C1.ﾃﾆｽﾅｯﾂ C3.ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ D1.HKクラブ D３．ﾚｲｸ

ikasa T-1 ﾃﾆｽﾅｯﾂ 良太１００％ ウルトラマン ショッカーズ
羽生田 潤 松岡 慎一 千葉 修 三澤 良太 清水 和夫 古田 武夫
上原 浩路 藤島 翔太郎 大高 裕行 松尾 佳樹 高谷 真 若尾 歓

長谷部 健二 加藤 潤 加藤 和昭 鈴木 計善 小島 英夫 辻本 正大
中村 光孝 水村 亮介 沢井 誠 北嶋 義之 豊田 裕昭 松田 直也
北本 憲司 桜田 昌男 井上 謙一 黒田 義典 関野 祐介
小山 重男 益田 真門 齋丸 啓太郎 羽生田 晶 松原 智哉

八谷 美一

A2.庭球塾 B2.あさき C2.PTC C4.市役所 D2.市役所 D4．東洋組
安藤スペシャル ナベチキンズ シャンシャン ﾁｰﾑA ﾁｰﾑB 心にググッと群馬県

安藤 洋一 渡辺 誠 村上 千広 鈴木 匠 新井 邦明 宮下 昌洋
菅野 賢一 小泉 久志 佐藤 久紀 大橋 秀紀 中村 剛 滝瀬 大地
本山 誠 池田 次男 渡辺 哲也 高橋 雄一 小高 和也 高山 祐輔

多鹿 大輔 中嶋 泰裕 竹内 和己 大浦 烈 南 雅弘 新井 潤也
浅田 健太郎 井上 大樹 田中 一成 野辺 淳平 清水 諒 山下 弘貴
木月登志夫 山崎 猛 入間川 真 中東 拓 三瀬 勇輝 堀 央祐

中野 孝宏
A3．東洋組 B3．東洋組

小澤王国 クラモリ
長山 哲也 今泉 健汰
堤　隆介 冨井 諒太
栗山 学 押部 亘

村上 聖真 高島 崇
清水 勇真 地主 翔
石井 大資 藤村 直瑛

篠崎 伊織

Ａブロック Ｂブロック
A1.名細 B1.あさき C１.ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ C3.遊乗会 D１.ﾌｫﾚｽﾄ D3.あさき

人材不足 オグライス ﾘﾄルﾔﾝｷｰｽ O･T･C 昭和ﾀﾞﾝﾃﾞｨｰｽﾞ
東郷 忠明 小倉 雅弘 澤田 一成 山崎 巧 河内 常一 青木 健
亀田 一意 近藤 光也 加村 敏 中山 秀樹 野村 輝善 田丸 充彦
宮﨑 恒雄 後藤 俊夫 新井 邦夫 加藤 文彦 竹沢 秀夫 田家 達也
張替 正行 有村 誠 中鉢 恵一 森 昭二 守屋 勇 横山 健一

吉田 幸太郎 福士 秀悦 松元 隆夫 藤川 秀明 小山田 直人 水谷 隆
黒須 晴美 小松 俊樹 木村 聡 斉藤 浩 北口 隆一 大庭 茂樹

村木 和重
A2.庭球塾 B2.ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ C2.名細 C4.HKクラブ D2.レイク D4.名細

ベテランズ ﾘﾄﾙホークス グッドメンズ ウルトラの父 ツインターボ 名細ロイヤル
狩野 正人 西川 勝行 寺西 信一 江面 康夫 長谷 邦夫 三村 隆治
新井 徹 松本 孝 山脇 良二 中田 稔 田中 正人 早川 利明

北垣 克己 有賀 耕司 森屋 国男 宮﨑 克彦 柿澤 裕 清水 廣道
三島 章 松本 晋治 荻野 一郎 鬼久保 平 今田 未男 菊田 岳範

羽鳥 圭介 島垣 純一 前野 一美 古山 成人 吉澤 義夫 田井 耕司
仲川 和広 太田 浩一 小池 一雄 関谷 勝巳 細井 猛夫 益城 泰雄

A3.霞ヶ関 B3.レイク
KTP６５ ハイブリッド

高橋 孝平 中山 毅
鈴木 勇雄 有山 誠一
増嶋 太郎 井原 正人
佐藤 政義 南房 秀明
小久保 恒明 三塚 雅紀
萩原 文雄 宮下 明聡

Cブロック Dブロック

男子の部（ベテランの部）（Ａ～Dブロック）　運動公園(１２面)

ＤブロックＣブロック

男子の部（一般の部）（Ａ～Dブロック） 運動公園(１２面)
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