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① 「JTA選手登録番号」とは日本テニス協会一般選手登録の番号です。

② 本大会申込前に登録の手続きをされた方は「申請中」と表記しています。

登録番号が分かり次第、本部か協会に届け出てください。

③ 本戦に入った選手は、次大会までにＪＴＡ一般選手登録をしないと出場できません。

本部で登録手続きの説明を受けてください。　　（平成25年度より改訂）

出場資格の取得については従来通り予選決勝に進んだ方に与えられます。

大会終了までに登録の手続きを行えば、「本大会」のＪＴＡポイントがつきます。　

・登録手続をした事が分かるよう振込受領書貼付し協会までＦＡＸして下さい。

・登録番号が分かり次第、本部か協会に届け出てください。

④ 県協会のホームページの試合結果に「JTA選手登録番号」が記載されていない

時は速やかに県協会までお知らせください。

⑤ プログラムの記載事項に誤りがあるときは、速やかに本部にお知らせください。

⑥ JTA選手登録番号は毎年更新手続き(登録料の振込)をしないと無効になります。

① 平成２７年度埼玉県春季テニス選手権大会より、

ドローに『埼玉県テニス協会個人登録番号（STA番号）』を記載しています。

② 個人登録番号がないと県主催の大会や行事へ参加できません。

詳細につきましては協会ホームページをご覧ください。

＊場内（コート内だけでなく、フェンス内の応援席も）は全て禁煙です。

＊会場の準備、片付け等のご協力をお願いします。ごみは各人でお持ち帰りください。

＊忘れ物は大会終了後に処分しますのでご承知おき下さい。

ＪＴＡ選手登録に関する注意

『埼玉県テニス協会個人登録番号』について



　郡市テニス協会より記名登録された1個人につき、1つの埼玉県テニス協会個人登録番号を割り当てます。

　年度が変わっても旧年度と同じ郡市テニス協会への記名登録があった個人は会員番号を引き継ぎます。

上記以外の番号は永久欠番となります。いったん退会した個人が同じ郡市テニス協会の会員資格を得た場合で

も新規に番号を付与します。

　STA番号には、氏名、フリガナ、各会員の在住・在勤（在学）・在クラブの区別を登録しており、埼玉県テニス協

会主催の大会、講習会、イベント等への申込時に記載が必須です。所属の郡市テニス協会より通知された個人

登録番号を大切に保管してご活用ください。

　複数の郡市テニス協会に登録されている方は、複数のSTA番号を持つことになります。大会や行事等に参加さ

れるときに適合した個人登録番号をご記入ください。

≪個人登録番号（STA番号）の説明≫

●●○○○○○■ 例　： １１０００３２H

● 郡市協会コード 「１１」 →　春日部市

○ 整理番号 「０００３２」 →　個人番号

■ 登録区分  「H」 →　在住

●郡市協会コードリスト

11 春日部市 31 朝霞市 51 桶川市 71 深谷市

12 三郷市 32 入間市 52 上尾市 72 行田市

13 草加市 33 川越市 53 川口市 73 羽生市

14 越谷市 34 坂戸市 54 蕨市 74 東松山市

15 八潮市 35 所沢市 55 戸田市 75 鴻巣市

16 久喜市 36 新座市 56 北本市 76 秩父郡

17 蓮田市 37 飯能市 57 北足立郡 77 熊谷市

18 幸手市 38 富士見市 78 加須市

19 吉川市 39 ふじみ野市 79 本庄市

21 白岡郡市 41 和光市 60 さいたま市 81 比企郡

22 北葛飾郡 42 狭山市

43 志木市

44 日高市

45 鶴ヶ島市

46 入間郡

■登録区分　(転居転職等の場合は途中登録できます。急ぎ手続きを済ませて下さい)

登録区分

H

X

N

＊2019年度より登録区分を簡素化しました。

今まで登録区分が「A」「C」の方は「H」になっています。

「在住」　　　埼玉県に在住している

「在勤」　　　埼玉県に在住していないが、埼玉県に在勤・在学している

「在クラブ」　埼玉県に在住在勤でなく、クラブ(サークル)に所属している

『埼玉県テニス協会個人登録番号（STA番号）』　について

東部地区 西部地区 南部地区 北部地区

　　　　　　　　 県協会への登録



ディレクター 油井正幸

ｱｼｽﾀﾝﾄﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 名倉安代　

レフェリー 森　洋子

ｱｼｽﾀﾝﾄﾚﾌｪﾘｰ 野本淳子　霜野玲子

運　　　営 松下広子　渋川通江　矢野朋子　近藤晴子　岩瀬靖子　小笠原久子　高原さとみ

審　　　判 埼玉県テニス協会審判委員会

     まん延防⽌等重点措置の終了に伴い、「無観客」は解除し、⼊退場の制限はいたしません。
     ただし、マスクの着⽤・⼿指消毒等、感染防⽌対策は継続して⾏うようお願いいたします。

1 この大会は、ワンコイン対象大会です。

2 この大会は、すべてのプレーヤーを公平に扱います。

3 本トーナメントは、天候等やむを得ない事情により変更されることがあります。

4 出場者（複はペア）は指定時刻までに試合のできる服装で本部に出席を届け、参加費を納めて

下さい（別紙参照）。　指定時刻までに出席の届けがない場合は棄権とみなします。

5 予選大会は１セットマッチ（６-６タイブレーク方式）、

本大会シングルスは、３セットマッチ(６-６タイブレーク方式）

　　     ダブルスは２タイブレークセット、ファイナルセット１０ポイントマッチタイブレーク方式です。

6 全試合セルフジャッジ(ロービングアンパイア配置）としますが、本大会SF･FのみSCU方式です。

7 使用球はダンロップフォートイエロー、シングルスのみファイナルセットボールチェンジです。

8 ウォームアップは３分以内です。（スタートオブマッチのルールで行います。）

9 服装については「ＪＴＡテニスルールブック２０２2」の規則を適用します。（長ズボン着用可）

10 本大会出場者に欠員が生じた場合、予選大会決勝の敗者が抽選にて出場できます。

各種目の本大会初日、指定時刻の１０分前までに本部でラッキールーザーのサインをして下さい。

11 その他の規則は、原則として「ＪＴＡテニスルールブック２０２2」を適用します。

12 会場を離れることは原則として禁止です。やむをえない時はレフェリーに届けて下さい。

13 連絡なしの欠場は、ペナルティの対象となります。

埼玉県テニス協会ホームページの「埼玉県春季テニス選手権大会」を開き、

　大会要項 の下にある、「欠場届」をクリックして開き、必要事項を入力し「送信」して下さい。

参加費の払込はゆうちょ銀行にお願いします。（別紙参照）

返信メールが届かない場合は、下記アドレスにメールをして下さい。

14 男女単優勝者は、全日本テニス選手権大会の予選会を兼ねている東日本テニス選手権大会に

出場できます。ただし埼玉県に在住または在勤で日本テニス協会一般選手登録をしている選手

に限ります。大学生は出身高校が埼玉県で、埼玉県テニス協会登録者であれば可。

15 出場者は賠償保険に加入しておりますが、不慮の事故、傷害等については当協会は一切責任

を負いかねます。また会場には医師･トレーナーは常駐しておりません。

16 本ドローは２０２２年３月３０日付JTAランキングを基に作成しています。

会場が砂入り人工芝ですので、荒天など余程のことがない限り中止になりません。

会場に行き、レフェリーの指示に従ってください。

問合せ先 メ ー ル stataikaiuketuke@gmail.com

Ｔ Ｅ Ｌ ０４８-７７８-１２１３
　月・水・金　　1０：００～１６：００

埼玉県テニス協会

大宮第二公園には、絶対に電話しないでください。

大　会　役　員

試合規則及び注意事項

       ＊埼玉県テニス協会個人会員登録が必要です。（平成28年度より実施）

       ＊埼玉県に在勤（在学）・在住していないと出場できません。

　　埼玉県テニス協会大会受付係 stataikaiuketuke@gmail.com



9:00 No.１－128 9:00 No.１29－256

9:00 No.１－128

10:30 No.129－256

9:00 No.1～32

10:00 No.33～64

9:00 No.1～32

10:00 No.33～64

9:00 No.1～32

10:00 No.33～64

9:00 No.1～32

10:00 No.33～64

＊６/５(日)については、選手が単複に重複した場合、単を先に行います。

男子単 ５月  ７日(土)８日(日) →１５日(日) →２１日(土)

女子複 ５月  ７日(土) →１４日(土) →１５日(日) →２１日(土)

男子複 ５月１４日(土) →１５日(日) →２２日(日)

女子単 ５月  ８日(日) →１４日(土) →１５日(日) →２２日(日)

男子単

女子複

男子複

女子単

・ 全種目中止の時は、上記の予定で順延します。

・ 進行状況によっては日程・指定時刻等を変更することがあります。

・ 天候不順等による日程変更については、埼玉県テニス協会ホームページに掲載します。
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12:30
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子
単

１Ｒ ・２R １Ｒ ・２R

11:00
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11:00
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子
単

大　会　日　程　　【予選大会】

男
子
複

１Ｒ ・２R

１Ｒ ・２R

５/7(土) ５/８(日) ５/１４(土)

女
子
複

１Ｒ 残り試合・中断試合

２Ｒ

12:30

15:00

５/２９(日) ６/５(日) ６/１８(土)

１Ｒ 

２Ｒ

残り試合・中断試合

14:00

男
子
単

１Ｒ ２Ｒ・３R 3R残り試合 SF・F

大　会　日　程　　【本大会】
５/１５(日) ５/２１(土) ５/２２(日) ５/２８(土)

男
子
複

１Ｒ ２Ｒ・３R QF・SF

9:00

F

女
子
単

１Ｒ ２Ｒ・３R QF・SF F

9:00 9:009:00

５月１５日(日) →２１日(土) →２８日(土) →６月５日(日) →１８日(土)

５月１５日(日) →２２日(日) →２９日(日) →６月５日(日) →１８日(土)

女
子
複

１Ｒ ２Ｒ・３R 3R残り試合

9:00

SF

　　予選大会

　　本大会

11:30

QF

10:00

11:00

予
　
備
　
日

F

9:00

10:00

QF
10:00

9:00 9:00



【１】 郡 ： 郡市テニス協会の推薦者

四地区テニス協議会推薦者

東 ： 東部地区協議会推薦者

西 ： 西部地区協議会推薦者

南 ： 南部地区協議会推薦者

北 ： 北部地区協議会推薦者

【２】 前 ： 前２回の大会で予選決勝進出者および本戦ストレートインの選手（どちらか１回でも可）

SJ ： シングルスJTAポイント１０点以上の選手

DJ ： ２人のダブルスJTAポイントの合計が２０点以上のペア

【３】 全日 ： 前年度の全日本テニス選手権大会本戦出場者 ＊

毎本 ： 前年度の毎日テニス選手権大会本戦出場者 ＊

関O ： 前年度の関東オープンテニス選手権大会本戦出場者 ＊

全学 ： 前年度のインカレ本戦出場者 ＊

関学 ： 前年度の関東学生テニス選手権大会本戦出場者 ＊

国埼 ： 前度年の国体埼玉県代表 ＊

他国 ： 前年度の他の都道府県国体代表者 ＊

JR ： 前年度のインターハイ個人戦埼玉県代表選手（ただし高校卒業していること）

JR ： 前年度の全日本ジュニアテニス選手権大会出場者（ただし高校卒業していること）

【４】 埼J ： 前年度の埼玉ジュニアカップ優勝者（ただし高校卒業していること）

女L ： 前年度の全国レディース大会埼玉県代表ペア

女A ： 前年度の日本女子連盟埼玉県支部A 級大会の優勝および準優勝のペア

【５】 埼玉県テニス協会公認大会の上位成績者

Ｂ ： ゼロオープン　春

Ｃ ： キャビン杯オープンテニストーナメント

D ： 凌駕ＣＵＰ インスピリッツオープン（４～７月）

E ： 凌駕ＣＵＰ インスピリッツオープン（１１～２月）

Ｆ ： fun オープントーナメント

G ： CSAカップ

Ｈ ： イケノヤ冬季選手権大会

　Ｉ　 ： イケノヤ夏季選手権大会

J ： ジューンローズ

Ｋ ： シクラメン

Ｌ ： 女子連 埼玉レディース大会

Ｍ ： むさしの村クレーコート選手権大会

Ｎ ： イケノヤ春季選手権大会

Ｏ ： パインヒルズ秋季トーナメント

Ｐ ： パインヒルズ お盆トーナメント

Ｑ ： 女子連県シングルス（クイーンカップ）

R ： 福祉村テニススクール杯

S ： ＳＴＩＡ杯テニストーナメント

T ： ＴＨＯテニストーナメント（４～６月）

Ｕ ： ＴＨＯテニストーナメント（９～１１月）

V ： 熊谷妻沼カップ

W ： 熊谷妻沼シングルスカップ

Ｚ ： ゼロオープン　夏

【６】 女 ： 日本女子連盟埼玉県支部推薦

【７】 事 ： 埼玉県テニス事業協会推薦者

【８】 実 ： 埼玉県実業団推薦者

【９】 教 ： 教職員テニス大会男子ダブルス優勝者

【１０】 WＣ ： 大会運営委員会で認められた者

（前年度以前に上記「＊」のついた大会に出場した選手は検討の対象になります。）

大会参加資格基準および略字(所属団体の後に明記)の説明

埼玉県テニス協会登録者でないと参加できません。

プロ協会に加盟している選手も参加できます。



参 加 費 予選大会出場 4,000円
⾦額 本大会出場 6,000円

予選大会勝ち上がり本大会出場 2,000円

シングルス、ダブルス1組は、同額です。
ダブルスはどちらか1人が1組分をお支払いください。
賠償保険料及びワンコイン制度⾦含みます。

支払方法 ☆ 参加費は大会初日、本部にてお支払いください。
封筒(表)に右記項目を明記し、参加費を入れ、  ① 大会名
選手本人が、受付時に提出してください。  ② 種目・ドロー番号

 ③ 選手氏名
申込み締切日以降のキャンセル及び⽋場に  ④ 申込責任者と連絡先
ついては、参加費を徴収します。

★ キャンセル及び⽋場した選手は
ゆうちょ銀⾏に備え付けの⻘⾊の｢払込取扱票｣で送⾦してください。
通信欄に必ず必要事項をご記入ください。
また受領書は保管してください。

店  番 ０１９ （インターネットで送⾦の場合）
口座番号 00180－8－632180
加入者名
通 信 欄 ① 埼玉県春季テニス選手権大会

ご依頼人 ④ 申込み責任者氏名と電話番号

問合せ先 埼玉県テニス協会
メールアドレス

《埼玉県春季テニス選手権大会参加費支払方法について》

埼玉県テニス協会

② 種目・ドロー番号
③ 選手氏名

stataikaiuketuke@gmail.com



大宮第二公園　第一テニスコート　(№１～№16コート）
住所 さいたま市大宮区寿能町２－４０５

交通 東武野田線　「大宮公園駅」下車　徒歩15分

駐車場の利用時間　８：００～１７：３０

大会本部  　№８コートと№９コートの間

＜注＞

＜大　会　会　場＞

試合会場

駐車場 入口

駐車場 入口

13-9-121-4 5-

至 産業道路

至 第二産業
トイレ
更衣室

本 部



W21 埼玉県春季テニス選手権大会

JTA No. St. STA No. 資格 氏　名　　　　１R 2R 3R QF SF

     

1 M51934  6006466H 前 尾島 萌杜 [1]  F

     尾島 萌杜 [1] 長船 雅喜 

2     Bye   6-0 7-6(4)  

      尾島 萌杜 [1] 

3 M52217 Q 4100614H 前 飯島 翔武  6-3 6-2  

     飯島 翔武  

4 M130364  6005166H 前 石田 航一郎 6-2 6-0   

      尾島 萌杜 [1] 

5 M20829  4300177X 前 長谷川 新平  6-0 Ret. 

     長谷川 新平  

6 M14690 Q 1400918H 前 吉田 清吾 6-2 6-3   

      長谷川 新平 

7     Bye  6-2 6-2  

     菅谷 文宣 [14]  

8 M691022  7400917H 前 菅谷 文宣 [14]   

      尾島 萌杜 [1] 

9 M133471  1401605X 前 佐藤 孝彦 [9]  7-5 3-6 6-1  

     佐藤 孝彦 [9]  

10     Bye   

      庄崎 涼 

11 M690404  6008420H 前 宮崎 雅紀  6-1 6-0  

     庄崎 涼  

12 M133466 Q 3100150H 西 庄崎 涼 6-2 6-4   

      石村 勇気 [5] 

13 M703733 LL 1401946H 前 小櫻 翔大  6-3 6-2  

     中山 朋和  

14 M130445  3100613H 前 中山 朋和 6-3 6-3   

      石村 勇気 [5] 

15     Bye  6-1 6-2  

     石村 勇気 [5]  

16 M53448  6009765H SJ 石村 勇気 [5]   

      尾島 萌杜 [1] 

17 M18578  11申請中 SJ 佐藤 翔吾 [3]  6-2 6-2  

     佐藤 翔吾 [3]  

18     Bye   

      佐藤 翔吾 [3] 

19 M706366 Q 6010631X U 大石 直槻  6-2 6-1  

     田場 大貴  

20 M693502  1401643H SJ 田場 大貴 6-3 6-3   

      佐藤 翔吾 [3] 

21 M18524 Q 1400240H 前 加藤 稔  6-3 6-1  

     加藤 稔  

22 M51858  3500428H 前 木村 晋貴 6-2 6-1   

      加藤 稔 

23     Bye  6-2 7-5  

     二渡 優介 [13]  

24 M53645  11申請中 SJ 二渡 優介 [13]   

      佐藤 翔吾 [3] 

25 M15581  6002839H 前 田口 正一郎 [11]  3-6 6-3 7-5  

     田口 正一郎 [11]  

26     Bye   

      田口 正一郎 [11] 

27 M706377 Q 7100579H 郡 新井 大  6-1 6-2  

     新井 大  

28 M20548  5300544H 前 保土田 優士 6-4 6-2   

      新井 駿太郎 

29 M53402 Q 43申請中 SJ 新井 駿太郎  7-5 6-1  

     新井 駿太郎  

30 M131286  7700259H 前 笹掛 光希 6-1 6-1   

      新井 駿太郎 

31     Bye  7-6(3) 2-6 7-6(6)  

     手塚 瀬留 [8]  

32 M131019  6003126H 前 手塚 瀬留 [8]  

男子シングルス①
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33 M53410  1400379H 前 齊藤 二朗 [6]  

     齊藤 二朗 [6] 

34     Bye   

      齊藤 二朗 [6] 

35 M690450  4100684H 前 小出 哲也  7-5 6-1  

     二反田 航  

36 M53173 Q 6006929H 前 二反田 航 3-6 7-5 6-3   

      細谷 柊生 

37 M52471  6000096H 前 浅見 将史  7-6(3) 6-3  

     細谷 柊生  

38 M156263 Q 3502154X 前 細谷 柊生 6-2 6-2   

      細谷 柊生 

39     Bye  6-1 Ret. 

     鈴木 勝人 [12]  

40 M51438  6009859H 前 鈴木 勝人 [12]   

      長船 雅喜 

41 M14475  5500973H 前 牧野 亮 [15]  7-5 6-3  

     牧野 亮 [15]  

42     Bye   

      長船 雅喜 

43 M130582 Q 1401909H 前 石田 凜太郎  7-6(4) 6-3  

     長船 雅喜  

44 M19938  54申請中 SJ 長船 雅喜 6-0 6-2   

      長船 雅喜 

45 M20868  5300822H 前 平林 豊  6-1 6-1  

     山崎 洋輔  

46 M703718 Q 4300532H 前 山崎 洋輔 3-6 7-6(3) 6-1   

      村上 直樹 [4] 

47     Bye  6-3 6-2  

     村上 直樹 [4]  

48 M130865  1100469H 前 村上 直樹 [4]   

      長船 雅喜 

49 M52933  1400380H 前 齊藤 太一 [7]  6-2 6-3  

     齊藤 太一 [7]  

50     Bye   

      山本 翔太 

51 M706417 Q 7600017H 前 中島 一憲  4-6 6-4 6-0  

     山本 翔太  

52 M19231  6004822H 前 山本 翔太 6-2 6-2   

      山本 翔太 

53 Q 5300540X U 鈴木 祥平  6-2 6-2  

     鈴木 祥平  

54 M21754  6001169H 前 甲斐 尚志 6-0 6-0   

      鈴木 祥平 

55     Bye  6-4 6-2  

     北野 雄三 [10]  

56 M11778  6009144H 前 北野 雄三 [10]   

      山本 翔太 

57 M18163  5501016H 前 永田 康之 [16]  2-6 6-2 6-4  

     永田 康之 [16]  

58     Bye   

      永田 康之 [16] 

59 M50674 Q 38申請中 郡 中澤 郁光  7-6(2) 6-3  

     東田 将士  

60 M53037  1401676H 前 東田 将士 6-7(3) 6-3 7-6(3)   

      野村 恭平 

61 M20524  3900653H 前 野村 恭平  6-2 6-3  

     野村 恭平  

62 M706371 Q 72申請中 郡 濱田 徹 7-6(1) 6-4   

      野村 恭平 

63     Bye  6-2 6-3  

     雨宮 慎 [2]  

64 M50999  1101506H 前 雨宮 慎 [2]  

13 M52190 Q 3100790H R 岩橋 元治
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M18079  1100147H 前 君島 洋一 [1]

1 M17733  1101073H 前 福岡 勇成 君島 洋一 [1] 17 新井 駿太郎 F 新井 駿太郎 

     福岡 勇成   長谷川 新平 長谷川 新平 

2     Bye  丸山 真弥 56 村上 直樹 6-2 6-4  

M16007 Q 60申請中 O 江目 尚純  後藤 翔太     笹掛 光希 

3  5302880H O 田中 大河 丸山 真弥 6-4 6-3  

M21616  4300571H DJ 丸山 真弥 後藤 翔太  

4 M52246  3901451H DJ 後藤 翔太 7-5 3-6 [10-6]  徳田 一樹 [14] 

M130513 Q 3601453H 郡 大盛 優太  飯島 翔武 

5 M130982  3600605H 郡 藤田 悠梧 梶本 健仁 6-3 6-2  

M52572  6001216H 前 梶本 健仁 齋藤 慎  

6 M703006  6007612X 前 齋藤 慎 6-2 6-2  徳田 一樹 [14] 

      飯島 翔武 

7     Bye 徳田 一樹 [14] 6-2 6-1  

M52218  4100735H DJ 徳田 一樹 [14] 飯島 翔武  

8 M52217  4100614H DJ 飯島 翔武  森下 裕貴 [6] 

M14690  1400918H 前 吉田 清吾 [12]  永田 康之 

9 M14688  1400065H 前 石川 一博 吉田 清吾 [12] 6-4 2-6 [10-8]  

     石川 一博  

10     Bye  吉田 清吾 [12] 

 Q 3901029H 郡 久保 恭兵  石川 一博 

11   3900689H 郡 原澤 一晃 久保 恭兵 6-3 7-5  

M51422  6000719H 前 梅國 寛 原澤 一晃  

12 M52375  6003728H 前 浜崎 晋太郎 6-3 6-2  森下 裕貴 [6] 

M19617 Q 1200037H 郡 上原 健太  永田 康之 

13  1200596H 郡 宮内 祐有 上原 健太 5-7 6-4 [10-6]  

M53492  3900938H 前 吉川 清一 宮内 祐有  

14 M53494  3900145H 前 大川 正人 6-3 7-5  森下 裕貴 [6] 

      永田 康之 

15     Bye 森下 裕貴 [6] 6-3 6-3  

M15260  5200628H 前 森下 裕貴 [6] 永田 康之  

16 M18163  5501016H 前 永田 康之  新井 駿太郎 [4] 

M53402  43申請中 前 新井 駿太郎 [4]  長谷川 新平 

17 M20829  4300177X 前 長谷川 新平 新井 駿太郎 [4] 6-0 6-1  

     長谷川 新平  

18     Bye  新井 駿太郎 [4] 

M706436 Q 6009216H 郡 鈴木 拓  長谷川 新平 

19 M706441  60申請中 郡 鈴木 真 石田 凜太郎 6-2 6-3  

M130582  1401909H 前 石田 凜太郎 神谷 優斗  

20 M130967  1401569H 前 神谷 優斗 6-3 4-6 [10-7]  新井 駿太郎 [4] 

M128160 Q 1401945H G 久保 蕉真  長谷川 新平 

21 M133466  3100150H G 庄崎 涼 久保 蕉真 6-2 6-1  

M702969  4600114H 郡 井原 佑太郎 庄崎 涼  

22 M702970  39申請中 郡 関根 圭太 7-6(3) 6-1  久保 蕉真 

      庄崎 涼 

23     Bye 瀬戸川 勲 [16] 6-2 6-2  

M51197  6002622H 前 瀬戸川 勲 [16] 谷川 睦  

24 M51216  6005765H 前 谷川 睦  新井 駿太郎 [4] 

M17279  6008313H 前 恩田 大輔 [10]  長谷川 新平 

25 M131283  6008381H 前 菊地 陽 恩田 大輔 [10] 6-1 6-2  

     菊地 陽  

26     Bye  保土田 優士 

M20548 Q 5300544H Ｒ 保土田 優士  鈴木 祥平 

27  5300540X Ｒ 鈴木 祥平 保土田 優士 6-2 2-6 [10-7]  

M18681 LL 4100325H O 大西 隆行 鈴木 祥平  

28 M703718  4300532H O 山崎 洋輔 6-1 6-2  山本 翔太 [5] 

M16202 Q 1300539H G 佐藤 喜紀  田口 正一郎 

29 M706439  13申請中 G 勝村 勇太 佐藤 喜紀 6-3 6-1  

M690235  4100685H 前 小島 敬介 勝村 勇太  

30 M690929  6005070H 前 渡邊 康雄 6-3 6-1  山本 翔太 [5] 

      田口 正一郎 

31     Bye 山本 翔太 [5] 6-0 7-5  

M19231  6004822H 前 山本 翔太 [5] 田口 正一郎  

32 M15581  6002839H 前 田口 正一郎  

男子ダブルス①
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M53173  6006929H 前 二反田 航 [7]  

33 M52222  6005802H 前 土肥 哲 二反田 航 [7] 

     土肥 哲 

34     Bye  古口 裕康 

M53426 Q 6001783H 郡 小杉 司  高山 祐輔 

35 M53425  6004610H 郡 森谷 俊洋 古口 裕康 2-6 6-3 [10-3]  

M53376  3301382H 前 古口 裕康 高山 祐輔  

36 M703725  3300637H 前 高山 祐輔 7-6(5) 6-0  菊地 将平 [9] 

M133382 Q 2100202H 前 千代田 範人  野村 恭平 

37 M52481  1400925H 前 米倉 靖行 豊田 拓巳 6-0 6-0  

M51145  2200255H 前 豊田 拓巳 青木 大輔  

38 M18276  2200235H 前 青木 大輔 6-4 3-6 [10-3]  菊地 将平 [9] 

      野村 恭平 

39     Bye 菊地 将平 [9] 6-4 6-2  

M52187  4100258H DJ 菊地 将平 [9] 野村 恭平  

40 M20524  3900653H DJ 野村 恭平  菊地 将平 [9] 

M53513  6004708H 前 山口 伸也 [15]  野村 恭平 

41 M690439  6002383H 前 白川 貴裕 山口 伸也 [15] 6-0 6-3  

     白川 貴裕  

42     Bye  山口 伸也 [15] 

M702832 Q 1400159H 前 太田 友徳  白川 貴裕 

43 M703083  1402054H 前 山田 真己 太田 友徳 3-6 7-5 [10-6]  

M21748  5400437H 前 山口 勝 山田 真己  

44 M52472  5400445H 前 鍋田 修央 6-4 7-6(4)  石原 裕太 [3] 

M703751 LL 5302888H 前 山口 貴士  神田橋 隼 

45 M703750  5400889H 郡 齊藤 康史 山口 貴士 4-6 6-3 [10-8]  

M18897  6004538H 前 茂木 慶喜 齊藤 康史  

46 M133487  5200131H 前 菅野 晃弘 6-4 6-3  石原 裕太 [3] 

      神田橋 隼 

47     Bye 石原 裕太 [3] 6-4 7-6(4)  

M129016  6000405H 前 石原 裕太 [3] 神田橋 隼  

48 M702071  4600996H 前 神田橋 隼  村上 直樹 [11] 

M53037  1401676H 前 東田 将士 [8]  笹掛 光希 

49 M693502  1401643H 前 田場 大貴 東田 将士 [8] 6-2 3-6 [10-4]  

     田場 大貴  

50     Bye  東田 将士 [8] 

M131207  7700094H 前 大川 靖幸  田場 大貴 

51 M131208  7700107H 前 大野 充博 澤田 昌毅 6-2 6-3  

M706440 Q 4600866H 前 澤田 昌毅 相澤 壮亮  

52 M706438  4600985H 前 相澤 壮亮 6-1 7-5  村上 直樹 [11] 

M18524  1400240H 前 加藤 稔  笹掛 光希 

53 M51958  5300538X 前 國玉 聡 加藤 稔 6-2 6-3  

M706444 Q 1301529X 前 林 法良 國玉 聡  

54 M706455  3901489X 前 谷沢 克矢 6-2 6-4  村上 直樹 [11] 

      笹掛 光希 

55     Bye 村上 直樹 [11] 7-6(2) 6-2  

M130865  1100469H 前 村上 直樹 [11] 笹掛 光希  

56 M131286  7700259H 前 笹掛 光希  村上 直樹 [11] 

M156263  3502154X 前 細谷 柊生 [13]  笹掛 光希 

57 M156125  3501811H 前 赤井 宏至 細谷 柊生 [13] 6-4 3-6 [11-9]  

     赤井 宏至  

58     Bye  中川 仁 

M53491  5400241H 郡 田代 優  竹内 信義 

59 M702999  5400272H 郡 矢作 渉 中川 仁 7-5 6-3  

M167456 Q 5302327H DJ 中川 仁 竹内 信義  

60 M19336  4100066H DJ 竹内 信義 7-5 7-5  会田 純平 [2] 

M53520  2100031H 前 大久保 遼  齊藤 二朗 

61 M53002  2100109H 前 平岡 信之 大久保 遼 6-4 6-2  

M706625 Q 3502194H 前 宮下 昌洋 平岡 信之  

62 M706637  3502406H 前 齋藤 和也 7-5 6-4  会田 純平 [2] 

      齊藤 二朗 

63     Bye 会田 純平 [2] 6-4 6-1  

M150377  1401495H 前 会田 純平 [2] 齊藤 二朗  

64 M53410  1400379H 前 齊藤 二朗  
    

M702986  1800230H 前 堀中 謙一

28 M21783  1800046H 前 植竹 友彦

M53501 Q 1900250H 前 中島 輝光

45 M693501  1900358H 前 大堀 琢磨
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1 F11627  1100855H 前 原 菜月 [1]  F

     原 菜月 [1] 稲田 美優 

2     Bye   6-1 6-4  

      原 菜月 [1] 

3 F706370 Q 32申請中 郡 油井 陽子  6-0 6-1  

     油井 陽子  

4 F133482  5303025H 前 平澤 紘子 6-5 Ret.  

      原 菜月 [1] 

5 F706367 Q 4600435H 前 藤井 恵  6-0 6-0  

     藤井 恵  

6 F50470  5500198H 前 佐野 美由貴 6-1 6-4   

      齊藤 千歳 [16] 

7     Bye  7-5 6-4  

     齊藤 千歳 [16]  

8 F50986  1400382H 前 齊藤 千歳 [16]   

      諸我 歩実 [10] 

9 F131088  5301687H 前 諸我 歩実 [10]  6-3 7-6(5)  

     諸我 歩実 [10]  

10     Bye   

      諸我 歩実 [10] 

11 F703723 Q 1401900H 前 阿部田 伸子  6-1 6-0  

     高橋 久榮  

12 F11413  6002765H 前 高橋 久榮 7-6(4) 6-2   

      諸我 歩実 [10] 

13 F50316 Q 6000759H 前 江田 亜希子  6-3 6-2  

     佐藤 晴美  

14 F50924  1300571H 前 佐藤 晴美 6-0 7-6(4)   

      遠藤 千春 [5] 

15     Bye  6-1 6-0  

     遠藤 千春 [5]  

16 F693406  5303073H SJ 遠藤 千春 [5]   

      稲田 美優 

17 F50989  5200385H 前 堀江 亜衣 [3]  6-4 6-3  

     堀江 亜衣 [3]  

18     Bye   

      堀江 亜衣 [3] 

19 F50885  3501460H 前 高篠 知子  6-0 6-0  

     高篠 知子  

20 F702228 Q 4100153X 前 岸野 みゆき 6-4 1-6 5-4 Ret.  

      稲田 美優 

21 F50664 Q 35申請中 郡 稲田 美優  6-3 6-2  

     稲田 美優  

22 F703739  5400867H 郡 筒井 美貴 6-0 6-0   

      稲田 美優 

23     Bye  6-2 6-0  

     関亦 美智 [13]  

24 F154142  6009318H 前 関亦 美智 [13]   

      稲田 美優 

25 F156330  5500446H SJ 丸山 美穂 [11]  6-0 7-6(7)  

     丸山 美穂 [11]  

26     Bye   

      丸山 美穂 [11] 

27 F11167  6001978H 前 酒井 恵美  4-6 6-2 6-4  

     永島 美穂  

28 F702869 Q 5200694H 郡 永島 美穂 6-3 6-0   

      坂本 明香 [6] 

29 F133378  1300178H 前 内山 正子  6-0 6-0  

     内山 正子  

30 Q 6007314H 前 井手 真希子 6-2 6-4   

      坂本 明香 [6] 

31     Bye  6-1 6-1  

     坂本 明香 [6]  

32 F09930  5200321H 前 坂本 明香 [6]  

女子シングルス①
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33 F167120  5302945H 前 掛川 真利亜 [8]  

     掛川 真利亜 [8] 

34     Bye   

      長田 三枝 

35 F53191  3500285H 前 長田 三枝  6-2 6-1  

     長田 三枝  

36 F703765 Q 6009308H 前 原田 美里 6-0 6-3   

      中嶋 舞 

37 F706372 Q 6007480H M 金田 絵里  6-0 6-0  

     中嶋 舞  

38 F50647  3901884H 前 中嶋 舞 6-0 6-1   

      中嶋 舞 

39     Bye  6-1 6-0  

     鈴木 みのり [9]  

40 F09725  1800147H 前 鈴木 みのり [9]   

      田中 美也 [4] 

41 F131206  4100326H 前 大西 亜由美 [14]  7-5 6-4  

     大西 亜由美 [14]  

42     Bye   

      大西 亜由美 [14] 

43 F702859 Q 1100685H R 古賀 千恵  7-5 4-6 6-4  

     浅野 瑞江  

44 F50574  5301648H 前 浅野 瑞江 4-6 6-2 6-0   

      田中 美也 [4] 

45 F706369 Q 4100626H R 梅田 菜々美  6-2 6-0  

     梅田 菜々美  

46 F156126  6002040H 前 相良 祐子 6-0 6-0   

      田中 美也 [4] 

47     Bye  4-6 6-4 2-3 Ret. 

     田中 美也 [4]  

48 F10176  7900122H 前 田中 美也 [4]   

      田中 美也 [4] 

49 F11420  7100287H 前 小林 恵美 [7]  7-6(4) 6-1  

     小林 恵美 [7]  

50     Bye   

      小林 恵美 [7] 

51 F11730  6002387H 前 神 葉子  6-4 3-6 6-4  

     石井 美穂  

52 F706428 Q 7100417H G 石井 美穂 6-2 6-7(4) 6-2   

      野田 美和 

53 F11648 Q 3300585H 郡 須藤 珠美  6-1 6-1  

     野田 美和  

54 F702868  6003612H 前 野田 美和 6-1 6-4   

      野田 美和 

55     Bye  6-1 6-4  

     加藤 一恵 [12]  

56 F133486  5500473H 前 加藤 一恵 [12]   

      武田 彩夏 [2] 

57 F53156  5200388H 前 堀江 真帆 [15]  6-3 6-0  

     堀江 真帆 [15]  

58     Bye   

      堀江 真帆 [15] 

59 F60144  6008030H SJ 星野 ひとみ  6-4 6-4  

     松本 優子  

60 F09743 Q 6004307H 前 松本 優子 6-1 6-1   

      武田 彩夏 [2] 

61 F50997  1400941H 前 渡邉 和子  6-3 6-3  

     飯塚 菜々  

62 F706368 Q 7701561H 郡 飯塚 菜々 6-4 6-3   

      武田 彩夏 [2] 

63     Bye  6-0 6-2  

     武田 彩夏 [2]  

64 F50502  1600349H 前 武田 彩夏 [2]  
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F52950  7800060H 前 栗原 史織 [1]

1 F10176  7900122H 前 田中 美也 栗原 史織 [1] 1 栗原 史織 F 河田 景子 

     田中 美也    田中 美也 諸我 歩実 

2     Bye  栗原 史織 [1] 60 河田 景子 2-6 6-1 [10-6]  

F50488 Q 5200408H 郡 山本 美奈子  田中 美也     諸我 歩実 

3 F50322  5200276H 郡 生藤 美穂子 松橋 亜希子 6-1 6-0  

F156261  6004281H 前 松橋 亜希子 民部 香織  

4 F156262  6007109H 前 民部 香織 6-3 2-6 [10-8]  栗原 史織 [1] 

F50316 Q 6000759H 前 江田 亜希子  田中 美也 

5 F11730  6002387H 前 神 葉子 宇田 薫 6-4 6-0  

F10761  5400580H 前 宇田 薫 高野 知子  

6 F53509  5400675H 前 高野 知子 6-0 6-4  川崎 民江 [14] 

      田沼 ひかり 

7     Bye 川崎 民江 [14] 6-2 6-2  

F50274  5200303H R 川崎 民江 [14] 田沼 ひかり  

8 F50681  7700374H R 田沼 ひかり  栗原 史織 [1] 

F693484  4600765H 前 宮崎 美樹 [10]  田中 美也 

9 F154842  4600705H 前 桑田 安代 宮崎 美樹 [10] 6-0 6-4  

     桑田 安代  

10     Bye  宮崎 美樹 [10] 

F693487  8100066H 前 谷合 直子  桑田 安代 

11 F693506  7700153H 前 金子 由紀子 遠藤 和代 w.o. 

F50588 Q 4100011H 前 遠藤 和代 須藤 晶子  

12 F11293  4100503H 前 須藤 晶子 6-0 6-0  山内 美奈子 

F10336  3301082H DJ 山内 美奈子  青木 亮子 

13 F10001  3100524H DJ 青木 亮子 山内 美奈子 6-3 6-1  

F706385 Q 3502404H 郡 前田 みつ美 青木 亮子  

14 F706389  3500336H 郡 片岡 美千子 6-3 6-2  山内 美奈子 

      青木 亮子 

15     Bye 江口 千佳子 [6] 6-1 6-2  

F10317  6000747H 前 江口 千佳子 [6] 酒井 恵美  

16 F11167  6001978H 前 酒井 恵美  栗原 史織 [1] 

F50286  6003162H 前 常磐 千暁 [4]  田中 美也 

17 F02134  5501732H 前 藁科 由紀子 常磐 千暁 [4] 6-1 6-2  

     藁科 由紀子  

18     Bye  常磐 千暁 [4] 

F690504  6003421H 前 中村 春美  藁科 由紀子 

19 F690505  6004402H 前 宮川 明子 小林 恵美 6-0 6-2  

F11420 Q 7100287H L 小林 恵美 角田 幸子  

20 F53304  1300739H L 角田 幸子 6-3 6-2  常磐 千暁 [4] 

F53204  4400198H 前 大川 恭子  藁科 由紀子 

21 F50790  4400267H 前 村山 美加 大川 恭子 6-4 6-1  

F133378 Q 1300178H O 内山 正子 村山 美加  

22 F706437  1301819H O 江森 さや香 6-1 6-3  大川 恭子 

      村山 美加 

23     Bye 永島 美穂 [15] 4-6 6-3 [12-10]  

F702869  5200694H 前 永島 美穂 [15] 海老原 小春  

24 F702850  5200605H 前 海老原 小春  常磐 千暁 [4] 

F09001  6001990H 前 境野 勝代 [12]  藁科 由紀子 

25 F08863  1300666H 前 高橋 真千子 境野 勝代 [12] 6-2 6-3  

     高橋 真千子  

26     Bye  野田 美和 

F133373  1300208H 前 大久保 美香  高橋 奈津美 

27 F133372  1300963H 前 細田 麻紀 野田 美和 6-1 6-3  

F702868 Q 6003612H 前 野田 美和 高橋 奈津美  

28 F10985  5303136H 前 高橋 奈津美 6-1 1-6 [10-8]  野田 美和 

F11647  3300696H 前 千葉 まゆみ  高橋 奈津美 

29 F11648  3300585H 前 須藤 珠美 千葉 まゆみ 6-2 6-0  

F10701 Q 1400302H L 日下部 由美子 須藤 珠美  

30 F50275  5200272H L 荒井 里夏 3-6 6-4 [10-2]  千葉 まゆみ 

      須藤 珠美 

31     Bye 嶋津 和恵 [8] 7-5 1-6 [10-7]  

F10585  6002281H 前 嶋津 和恵 [8] 福島 笑子  

32 F09131  1100862H 前 福島 笑子  

女子ダブルス①



W21 埼玉県春季テニス選手権大会

JTA No. St. STA No. 資格 氏　名　　　　１R 2R 3R QF SF

F09027  1100873H 前 堀内 聡乃 [7]  

33 F09725  1800147H 前 鈴木 みのり 堀内 聡乃 [7] 

     鈴木 みのり 

34     Bye  前田 晶 

F706456 Q 3900095Ｈ 前 井上 楠保子  吉川 政子 

35 F706463  3900299Ｈ 前 熊倉 みゆき 前田 晶 7-6(2) 6-3  

F702884  3501052H 前 前田 晶 吉川 政子  

36 F703007  3301475H 前 吉川 政子 6-3 6-1  山口 涼子 

F53489 Q 14申請中 DJ 山口 涼子  長船 淳子 

37 F50317  5400901H DJ 長船 淳子 山口 涼子 5-5 Ret. 

F01064  1301064H 前 元芳 真理子 長船 淳子  

38 F50750  5500439H 前 小林 ひろみ 6-3 4-6 [10-5]  山口 涼子 

      長船 淳子 

39     Bye 宮下 亜紀子 [9] 7-6(9) 4-6 [10-4]  

F702960  3900835H DJ 宮下 亜紀子 [9] 小林 花甫里  

40 F50751  5500460H DJ 小林 花甫里  駒津 芳枝 [3] 

F09886  6000312H 前 石井 亜紀子 [13]  高岸 真紀子 

41 F50203  6002539H 前 鈴木 理恵 石井 亜紀子 [13] 6-3 7-5  

     鈴木 理恵  

42     Bye  石井 亜紀子 [13] 

 Q 4400225H 郡 佐々木 由紀子  鈴木 理恵 

43   4400214H 郡 北田 さゆり 小池 絵理 7-5 6-1  

F11719  1400336H 前 小池 絵理 石川 悦子  

44 F11725  1400064H 前 石川 悦子 1-6 7-5 [10-8]  駒津 芳枝 [3] 

F53229  3501408H 前 勝田 みのり  高岸 真紀子 

45 F50885  3501460H 前 高篠 知子 松村 直美 6-2 6-3  

F702925 Q 5301048H 前 松村 直美 江面 由紀  

46 F702923  5300158H 前 江面 由紀 6-1 7-5  駒津 芳枝 [3] 

      高岸 真紀子 

47     Bye 駒津 芳枝 [3] 6-1 6-2  

F50684  6001869H 前 駒津 芳枝 [3] 高岸 真紀子  

48 F50222  5301380H 前 高岸 真紀子  河田 景子 

F50677  7900080H 前 松本 絵美 [5]  諸我 歩実 

49 F156124  7900058H 前 野口 克江 松本 絵美 [5] 6-0 6-1  

     野口 克江  

50     Bye  松本 絵美 [5] 

F693485  6010241H 前 一里山 尚美  野口 克江 

51 F11721  6002375H 前 城谷 香 一里山 尚美 6-0 6-0  

 Q 5501239X 郡 窪田 かほる 城谷 香  

52   5500738H 郡 米本 里歌 1-6 7-6(6) [10-8]  松本 絵美 [5] 

F10128  1100899H 前 三田 美加  野口 克江 

53 F53499  1401169H 前 伊藤 智子 三田 美加 6-3 7-5  

F702993 Q 1100663H 前 木田 美希 伊藤 智子  

54 F50997  1400941H 前 渡邉 和子 6-4 6-3  三田 美加 

      伊藤 智子 

55     Bye 小野 好子 [11] 6-2 6-2  

F10088  3900212H 前 小野 好子 [11] 金子 由美子  

56 F11059  3900239H 前 金子 由美子  河田 景子 

F50687  3900377H 前 佐々木 ゆり [16]  諸我 歩実 

57 F703036  7700579H 前 山田 佳代 佐々木 ゆり [16] 6-2 6-0  

     山田 佳代  

58     Bye  河田 景子 

F131209 LL 6004780H 郡 二反田 はるか  諸我 歩実 

59 F702570  4300533H 郡 山崎 いずみ 河田 景子 6-0 6-0  

F706630 Q 5302993H DJ 河田 景子 諸我 歩実  

60 F131088  5301687H DJ 諸我 歩実 6-1 6-1  河田 景子 

F11608  2200135H 前 宮崎 浩美  諸我 歩実 

61 F11510  1400071H 前 石崎 さとみ 宮崎 浩美 6-1 6-2  

F133486 Q 5500473H 前 加藤 一恵 石崎 さとみ  

62 F703719  5501888H 前 城石 康代 6-3 7-6(5)  堀江 亜衣 [2] 

      堀江 真帆 

63     Bye 堀江 亜衣 [2] 6-1 6-2  

F50989  5200385H 前 堀江 亜衣 [2] 堀江 真帆  

64 F53156  5200388H 前 堀江 真帆  

     

F693553  6001444H 前 川村 美由起

59 F133482  5303025H 前 平澤 紘子
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1 M53402  43申請中 SJ 新井 駿太郎 [1]  

     新井 駿太郎 [1] 

2     Bye   

      新井 駿太郎 [1] 

3 M703006  6007612X 前 齋藤 慎  6-2  

     齋藤 慎  

4  7701634H 北 三井 誠 6-2   

      新井 駿太郎 [1] 

5 M705235  1400485H 郡 杉山 雄哉  6-2  

     杉山 雄哉  

6     Bye   

      鈴木 拓 

7 M706436  6009216H 前 鈴木 拓  6-1  

     鈴木 拓  

8     Bye   

      新井 駿太郎 [1] 

9     Bye  6-2  

     関 大輔  

10 M21532  1100265H 郡 関 大輔   

      佐藤 大斗 

11     Bye  6-1  

     佐藤 大斗  

12  39申請中 郡 佐藤 大斗   

      佐久間 雄晟 [18] 

13  4100378H 郡 高橋 博明  6-2  

     高橋 博明  

14  5600332H 郡 八ツ田 光伸 6-1   

      佐久間 雄晟 [18] 

15     Bye  6-2  

     佐久間 雄晟 [18]  

16 M703728  1101902H 前 佐久間 雄晟 [18]  

      

17 M51767  11申請中 SJ 海老原 雄輝 [2]  

     海老原 雄輝 [2] 

18     Bye   

      海老原 雄輝 [2] 

19  5500534H 郡 稲本 和之  6-2  

     稲本 和之  

20  14申請中 郡 福永 怜也 6-3   

      海老原 雄輝 [2] 

21  3300973H 郡 眞坂 隆一  6-3  

     眞坂 隆一  

22     Bye   

      眞坂 隆一 

23  6003594H 郡 野崎 剛  7-6(1)  

     野崎 剛  

24  1301257H 郡 石川 正之 7-5   

      新井 大 

25  71申請中 郡 大野 雅史  6-2  

     新井 大  

26 M706377  7100579H 郡 新井 大 6-1   

      新井 大 

27     Bye  6-0  

     中里 聖之  

28  6011091H 郡 中里 聖之   

      新井 大 

29     Bye  6-2  

     稲田 遼  

30  6009637H 郡 稲田 遼   

      上原 健太 [19] 

31     Bye  6-4  

     上原 健太 [19]  

32 M19617  1200037H 前 上原 健太 [19]  

男子シングルス(1)
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33 M50439  3301190H 前 青山 尊波 [3]  

     青山 尊波 [3] 

34     Bye   

      柏木 流音 

35  5700108H 郡 小谷 彦之  7-5  

     柏木 流音  

36  3600667H 郡 柏木 流音 6-2   

      岩橋 元治 

37 M52190  3100790H R 岩橋 元治  6-0  

     岩橋 元治  

38 M706625  3502194H 郡 宮下 昌洋 6-1   

      岩橋 元治 

39  3600597H 郡 渡辺 岳人  6-0  

     渡辺 岳人  

40     Bye   

      岩橋 元治 

41  7700957H 郡 佐藤 佑亮  6-0  

     佐藤 佑亮  

42 M703152  1101406H 郡 正根知 達也 6-1   

      佐藤 佑亮 

43     Bye  w.o. 

     三尾 恭史  

44  5303180X 郡 三尾 恭史   

      渡邊 康雄 [32] 

45     Bye  6-2  

     岩尾 和久  

46  5501085H 郡 岩尾 和久   

      渡邊 康雄 [32] 

47     Bye  6-0  

     渡邊 康雄 [32]  

48 M690929  6005070H I 渡邊 康雄 [32]  

      

49 M702832  1400159H 前 太田 友徳 [4]  

     太田 友徳 [4] 

50     Bye   

      吉見 幸司 

51  46申請中 郡 飛岡 哲史  6-4  

     吉見 幸司  

52  5501538H 郡 吉見 幸司 6-2   

      吉見 幸司 

53  5502080H 郡 安野 信行  6-4  

     安野 信行  

54     Bye   

      安野 信行 

55  3400788H 郡 岡本 智之  6-4  

     岡本 智之  

56     Bye   

      大石 直槻 

57  1800137H 郡 杉浦 敬  3-0 Ret. 

     小島 直道  

58  37申請中 郡 小島 直道 6-0   

      小島 直道 

59     Bye  6-1  

     齊藤 康史  

60 M703750  5400889H 郡 齊藤 康史   

      大石 直槻 

61     Bye  7-5  

     大石 直槻  

62 M706366  6010631X U 大石 直槻   

      大石 直槻 

63     Bye  6-1  

     田中 功一 [24]  

64 M21749  6002925H 前 田中 功一 [24]  

C

D
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65 M21545  3500212H 前 大枝 修 [5]  

     大枝 修 [5] 

66     Bye   

      鈴木 祥平 

67  5400478H 郡 上原 豪  6-4  

     鈴木 祥平  

68  5300540X U 鈴木 祥平 6-0   

      鈴木 祥平 

69  7800224H 前 西村 周平  6-3  

     西村 周平  

70     Bye   

      萩原 達 

71 M690238  3900656H 郡 萩原 達  6-0  

     萩原 達  

72     Bye   

      鈴木 祥平 

73  52申請中 郡 久保西 真人  7-5  

     井樋 大貴  

74 M703914  5501013H 郡 井樋 大貴 w.o.  

      井樋 大貴 

75     Bye  6-1  

     庄司 大輔  

76  7400287H 郡 庄司 大輔   

      板谷 浩行 

77     Bye  6-3  

     板谷 浩行  

78  4300428H 郡 板谷 浩行   

      板谷 浩行 

79     Bye  6-4  

     高野 竜馬 [21]  

80 M703610  3502254H 前 高野 竜馬 [21]  

      

81 M130582  1401909H 前 石田 凜太郎 [6]  

     石田 凜太郎 [6] 

82     Bye   

      石田 凜太郎 [6] 

83  3502322H 郡 小田 悠太  6-2  

     小田 悠太  

84 M14947  3500927H 郡 野口 翔世 w.o.  

      石田 凜太郎 [6] 

85 M690448  6008162H 前 山田 豊能  6-2  

     山田 豊能  

86     Bye   

      山田 豊能 

87  7700870H 郡 内田 敬斗  6-4  

     内田 敬斗  

88     Bye   

      石田 凜太郎 [6] 

89     Bye  6-1  

     佐藤 壮汰  

90 M703111  5400640H 郡 佐藤 壮汰   

      斉藤 拓夢 

91  3300610H 前 高塚 奨  6-1  

     斉藤 拓夢  

92  3800542H 前 斉藤 拓夢 6-2   

      高山 祐輔 [17] 

93  1300581H 郡 庄司 裕之  6-3  

     矢田 凌一  

94   2100224H 郡 矢田 凌一 6-3   

      高山 祐輔 [17] 

95     Bye  6-3  

     高山 祐輔 [17]  

96 M703725  3300637H 前 高山 祐輔 [17]  

E
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97 M18524  1400240H 前 加藤 稔 [7]  

     加藤 稔 [7] 

98     Bye   

      加藤 稔 [7] 

99  17申請中 郡 西野 温彦  7-5  

     内山 幸彦  

100  6010119H 前 内山 幸彦 w.o.  

      加藤 稔 [7] 

101  3200540H I 宇田川 俊介  6-1  

     藤原 仁  

102  1301230H 郡 藤原 仁 6-2   

      藤原 仁 

103  5500602H 郡 明石 啓一郎  6-3  

     明石 啓一郎  

104     Bye   

      加藤 稔 [7] 

105  3200012H 郡 荒木 秀人  6-4  

     伊藤 光洋  

106  60申請中 U 伊藤 光洋 6-1   

      伊藤 光洋 

107     Bye  6-2  

     渡辺 一貴  

108 M703772  7701393H 前 渡辺 一貴   

      小櫻 翔大 [26] 

109     Bye  6-4  

     林 俊喜  

110 M693545  6006973H 前 林 俊喜   

      小櫻 翔大 [26] 

111     Bye  7-5  

     小櫻 翔大 [26]  

112 M703733  1401946H 前 小櫻 翔大 [26]  

      

113 M52217  4100614H 前 飯島 翔武 [8]  

     飯島 翔武 [8] 

114     Bye   

      飯島 翔武 [8] 

115 M702969  4600114H 郡 井原 佑太郎  6-1  

     佐藤 匡  

116  3800265H 郡 佐藤 匡 6-2   

      飯島 翔武 [8] 

117  6010534X D 吉田 亘  6-2  

     吉田 亘  

118     Bye   

      上原 浩路 

119  6001783H 郡 小杉 司  6-2  

     上原 浩路  

120  3300144H 郡 上原 浩路 6-2   

      飯島 翔武 [8] 

121     Bye  6-1  

     菅野 洸  

122  6005423H 郡 菅野 洸   

      菅野 洸 

123     Bye  6-2  

     須賀 昭仁  

124  6009774H G 須賀 昭仁   

      菅野 洸 

125  6010946H R 小堀 駿介  6-3  

     中丸 文雄  

126   6003386H 前 中丸 文雄 6-2   

      中丸 文雄 

127     Bye  6-1  

     須藤 正行 [29]  

128 M51651  7700309H 前 須藤 正行 [29]  
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129 M53173  6006929H 前 二反田 航 [9]  

     二反田 航 [9] 

130     Bye   

      二反田 航 [9] 

131  3500985H 郡 平等 信成  6-3  

     益田 拓馬  

132 M52440  5500758H 前 益田 拓馬 6-3   

      二反田 航 [9] 

133 M702986  1800230H 東 堀中 謙一  6-1  

     堀中 謙一  

134     Bye   

      堀中 謙一 

135  1100997H 郡 角屋 涼太  6-4  

     角屋 涼太  

136     Bye   

      二反田 航 [9] 

137     Bye  6-3  

     小杉 健一  

138 M16045  6001782H 郡 小杉 健一   

      松浦 謙伸 

139 M690235  4100685H H 小島 敬介  7-5  

     松浦 謙伸  

140  1402061H 郡 松浦 謙伸 6-2   

      松浦 謙伸 

141  5600030H 郡 上野 優樹  6-4  

     関根 圭太  

142 M702970  39申請中 郡 関根 圭太 6-2   

      関根 圭太 

143     Bye  6-1  

     田代 優 [30]  

144 M53491  5400241H 郡 田代 優 [30]  

      

145 M156263  3502154X 前 細谷 柊生 [10]  

     細谷 柊生 [10] 

146     Bye   

      細谷 柊生 [10] 

147 M130513  3601453H 前 大盛 優太  7-5  

     大盛 優太  

148     Bye   

      細谷 柊生 [10] 

149  74申請中 郡 中田 恭平  6-4  

     中田 恭平  

150     Bye   

      中田 恭平 

151  5200553H 前 松本 侑李  6-1  

     松本 侑李  

152  3700203H 郡 宮島 弘樹 6-3   

      細谷 柊生 [10] 

153  60申請中 G 松寺 駿  6-1  

     松寺 駿  

154 M706444  1301529X 郡 林 法良 6-3   

      松寺 駿 

155     Bye  6-2  

     丹原 匡也  

156  3502235H 郡 丹原 匡也   

      松寺 駿 

157  6005132H I 安藤 圭  6-4  

     村中 実  

158  35申請中 郡 村中 実 6-2   

      江頭 秀明 [31] 

159     Bye  6-0  

     江頭 秀明 [31]  

160 M131195  3302009H 郡 江頭 秀明 [31]  
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161 M52246  3901451H SJ 後藤 翔太 [11]  

     後藤 翔太 [11] 

162     Bye   

      池田 賢矢 

163  1800034H 郡 伊藤 輝  6-3  

     池田 賢矢  

164  60申請中 G 池田 賢矢 6-2   

      池田 賢矢 

165  5200614H 郡 斎藤 悠生  6-2  

     斎藤 悠生  

166     Bye   

      斎藤 悠生 

167  2200012H 郡 石井 貞人  7-5  

     石井 貞人  

168     Bye   

      庄崎 涼 

169     Bye  6-0  

     高橋 佑治  

170  3601354H 郡 高橋 佑治   

      高橋 佑治 

171     Bye  w.o. 

     高橋 健志  

172  31申請中 郡 高橋 健志   

      庄崎 涼 

173 M133466  3100150H 西 庄崎 涼  6-1  

     庄崎 涼  

174 M50472  4100730X 郡 相馬 悠太 6-2   

      庄崎 涼 

175     Bye  w.o. 

     田中 明日翔 [27]  

176 M154566  5300482H 前 田中 明日翔 [27]  

      

177 M14690  1400918H 前 吉田 清吾 [12]  

     吉田 清吾 [12] 

178     Bye   

      吉田 清吾 [12] 

179  7401144H 前 寺崎 琉真  7-5  

     寺崎 琉真  

180     Bye   

      吉田 清吾 [12] 

181  3300829H 郡 野辺 淳平  6-0  

     小田 優介  

182  16申請中 郡 小田 優介 6-2   

      小田 優介 

183  3100560H 郡 津城 精治  6-1  

     津城 精治  

184     Bye   

      吉田 清吾 [12] 

185  5100021H 郡 坂井 誠彦  6-0  

     坂井 誠彦  

186  1101638H 郡 泉谷 拓身 6-4   

      黒図 新太 

187     Bye  6-3  

     黒図 新太  

188  81申請中 郡 黒図 新太   

     村上 晃一 

189  1200704H 郡 山田 慎太郎  6-4  

     村上 晃一  

190  5302966X 前 村上 晃一 6-1   

      村上 晃一 

191     Bye  6-1  

     清水 謙 [28]  

192 M21549  1100236H 前 清水 謙 [28]  
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193 M53519  1301913H 前 飯塚 左京 [13]  

     飯塚 左京 [13] 

194     Bye   

      飯塚 左京 [13] 

195  1200588H 郡 田中 光昭  6-1  

     田中 光昭  

196     Bye   

      飯塚 左京 [13] 

197 M52222  6005802H 郡 土肥 哲  6-4  

     土肥 哲  

198  6000508H R 稲垣 直広 1-0 Ret.  

      土肥 哲 

199  6006350H 郡 市川 徹  6-4  

     市川 徹  

200     Bye   

      中澤 郁光 

201  5200511H SJ 石本 貴幸  6-2  

     林 蓮汰郎  

202 M130397  3302125H 前 林 蓮汰郎 w.o.  

      林 蓮汰郎 

203     Bye  6-0  

     渡辺 直也  

204  1600516H 郡 渡辺 直也   

      中澤 郁光 

205     Bye  6-1  

     中澤 郁光  

206 M50674  38申請中 郡 中澤 郁光   

      中澤 郁光 

207     Bye  6-2  

     小澤 直人 [23]  

208 M702926  3601357H 前 小澤 直人 [23]  

      

209 M53376  3301382H 前 古口 裕康 [14]  

     古口 裕康 [14] 

210     Bye   

      丸山 真弥 

211 M21616  4300571H 前 丸山 真弥  6-2  

     丸山 真弥  

212  74申請中 前 渡部 陽介 6-3   

      濱田 徹 

213  6007731H 前 須藤 佑介  6-2  

     須藤 佑介  

214     Bye   

      濱田 徹 

215 Ｍ706371  72申請中 郡 濱田 徹  6-4  

     濱田 徹  

216     Bye   

      濱田 徹 

217  6007722H R 鈴木 達也  6-1  

     神田橋 隼  

218 M702071  4600996H 郡 神田橋 隼 6-0   

      神田橋 隼 

219     Bye  6-0  

     大杉 和利  

220  1401929H 郡 大杉 和利   

      神田橋 隼 

221 M130982  3600605H 郡 藤田 悠梧  6-3  

     富田 祐司  

222 M52469  6003216H O 富田 祐司 6-2   

      岩波 寛悟 [20] 

223     Bye  6-2  

     岩波 寛悟 [20]  

224 M693455  5302691H 郡 岩波 寛悟 [20]  
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225 M21783  1800046H 前 植竹 友彦 [15]  

     植竹 友彦 [15] 

226     Bye   

      銭本 直樹 

227  6008846H 郡 銭本 直樹  6-2  

     銭本 直樹  

228     Bye   

      銭本 直樹 

229  7900002H 郡 浅見 典男  6-4  

     浅見 典男  

230     Bye   

      浅見 典男 

231  6010550X O 兵頭 雅文  6-2  

     六車 健  

232  6007110H 郡 六車 健 6-3   

      中島 一憲 

233  3400708H 郡 島田 岳  7-6(6)  

     山口 伸也  

234 M53513  6004708H I 山口 伸也 7-6(9)   

      林 弘晃 

235     Bye  6-2  

     林 弘晃  

236  3901961H 郡 林 弘晃   

      中島 一憲 

237     Bye  6-3  

     中島 一憲  

238 M706417  7600017H 前 中島 一憲   

      中島 一憲 

239     Bye  6-1  

     内川 勇輝 [25]  

240 M53524  5300825H 前 内川 勇輝 [25]  

      

241 M51849  5700052H 前 相馬 陽一郎 [16]  

     相馬 陽一郎 [16] 

242     Bye   

      相馬 陽一郎 [16] 

243 M693544  5303169H 郡 森 英章  6-0  

     雄谷 充晴  

244  6010401H E 雄谷 充晴 6-1   

      相馬 陽一郎 [16] 

245 M51263  5300827H 前 佐々木 優斗  6-1  

     佐々木 優斗  

246     Bye   

      藤木 良明 

247 M52491  6003970H 郡 藤木 良明  7-6(6)  

     藤木 良明  

248     Bye   

      山崎 洋輔 [22] 

249     Bye  6-4  

     恩田 大輔  

250 M17279  6008313H 前 恩田 大輔   

      恩田 大輔 

251  6005910X 郡 林 孝  6-4  

     中島 輝光  

252 M53501  1900250H 郡 中島 輝光 6-0   

      山崎 洋輔 [22] 

253  6010006H M 関谷 英之  7-6(2)  

     関谷 英之  

254  5302412H I 秋山 啓司 7-6(6)   

      山崎 洋輔 [22] 

255     Bye  6-3  

     山崎 洋輔 [22]  

256 M703718  4300532H 前 山崎 洋輔 [22]  

P

O

男子シングルス(8)



 2022年度埼⽟県春季テニス選⼿権⼤会予選⼤会

JTA No. St. STA No. 資格 氏　名　　　　　１R 2R 3R F

M19949  1300443H 前 小松﨑 洋 [1] 

1 M22600  1800083H 前 金子 勇佑 小松﨑 洋 [1] 

     金子 勇佑 

2     Bye  鈴木 拓 

M706436  6009216H 郡 鈴木 拓  鈴木 真 

3 M706441  60申請中 郡 鈴木 真 鈴木 拓 6-1  

 1402051H H 堀川 篤志 鈴木 真  

4  1401926H H 大熊 真弘 6-0  鈴木 拓 

 5700126H S 千葉 修  鈴木 真 

5  5700023H S 岩崎 純平 千葉 修 6-3  

     岩崎 純平  

6     Bye  久保西 真人 

 52申請中 郡 久保西 真人  生藤 一也 

7  5200018H 郡 生藤 一也 久保西 真人 6-3  

     生藤 一也  

8     Bye  鈴木 拓 

      鈴木 真 

9     Bye 藤田 雅量 6-3  

 1401686H 東 藤田 雅量 隆 幸太郎  

10  1402059H 東 隆 幸太郎  久田 和貴 

      坪井 友紀 

11     Bye 久田 和貴 6-3  

 4600828H 郡 久田 和貴 坪井 友紀  

12  4600821H 郡 坪井 友紀  久田 和貴 

      坪井 友紀 

13     Bye 熊田 靖雄 6-1  

 1100159H 郡 熊田 靖雄 米丸 一樹  

14  1100512H 郡 米丸 一樹  富田 祐司 [24] 

      藤木 良明 

15     Bye 富田 祐司 [24] 6-1  

M52469  6003216H 郡 富田 祐司 藤木 良明  

16 M52491  6003970H 郡 藤木 良明  

M52020  1100145H 前 北村 宣喜 [2]  

17 M50026  1100195H 前 齋藤 新悟 北村 宣喜 [2] 

     齋藤 新悟 

18     Bye  小杉 司 

M53426  6001783H 郡 小杉 司  森谷 俊洋 

19 M53425  6004610H 郡 森谷 俊洋 小杉 司 6-2  

     森谷 俊洋  

20     Bye  小杉 司 

 5400011H 郡 大野 勝矢  森谷 俊洋 

21  5400762H 郡 清水 祐亮 大野 勝矢 6-4  

     清水 祐亮  

22     Bye  田中 雄介 

 5301080H 郡 田中 雄介  羽田 良介 

23  5300959H 郡 羽田 良介 田中 雄介 6-2  

     羽田 良介  

24     Bye  小杉 司 

      森谷 俊洋 

25     Bye 宮崎 裕介 6-3  

 3100776H 郡 宮崎 裕介 松永 佳大  

26  3100247X 郡 松永 佳大  伊東 健一 

      大川 翼 

27     Bye 伊東 健一 6-2  

 1100046H 郡 伊東 健一 大川 翼  

28  1101377H 郡 大川 翼  伊東 健一 

      大川 翼 

29     Bye 野月 浩史 7-5  

 6006943H 郡 野月 浩史 雄谷 充晴  

30  6010401H 郡 雄谷 充晴  佐々木 優斗 [32] 

      織原 慎 

31     Bye 佐々木 優斗 [32] 7-5  

M51263  5300827H R 佐々木 優斗 織原 慎  

32  5502406H R 織原 慎  
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M20928  2200118H 前 藤城 俊 [3]  

33 M693486  2200078H 前 関根 邦仁 藤城 俊 [3] 

     関根 邦仁 

34     Bye  小堀 裕太 

 1200713H 郡 上西 真澄  村岡 宏樹 

35  1200704H 郡 山田 慎太郎 小堀 裕太 w.o. 

 6010619H 郡 小堀 裕太 村岡 宏樹  

36  6011349X 郡 村岡 宏樹 7-5  吉田 亘 

 6010534X R 吉田 亘  森下 功貴 

37  6011200H R 森下 功貴 吉田 亘 6-2  

     森下 功貴  

38     Bye  吉田 亘 

 6010206H 郡 大江 太郎  森下 功貴 

39  6006164H 郡 與澤 正則 大江 太郎 6-1  

     與澤 正則  

40     Bye  久保 恭兵 

      原澤 一晃 

41     Bye 木崎 裕一 6-3  

 3500410H 郡 木崎 裕一 麻生 智之  

42  3502079H 郡 麻生 智之  久保 恭兵 

      原澤 一晃 

43     Bye 久保 恭兵 6-1  

 3901029H 郡 久保 恭兵 原澤 一晃  

44  3900689H 郡 原澤 一晃  久保 恭兵 

      原澤 一晃 

45     Bye 中村 孝裕 6-2  

 6003412H H 中村 孝裕 清水 昭彦  

46  1400453H H 清水 昭彦  中村 孝裕 

      清水 昭彦 

47     Bye 小川 貴司 [19] 7-6(6)  

M15427  7500073H 前 小川 貴司 阪本 憲央  

48 M52888  7500159H 前 阪本 憲央  

M702832  1400159H 前 太田 友徳 [4]  

49 M703083  1402054H 前 山田 真己 太田 友徳 [4] 

     山田 真己 

50     Bye  太田 友徳 [4] 

 5100157H 郡 土渕 智正  山田 真己 

51  5100097H 郡 岩倉 一秀 土渕 智正 6-1  

     岩倉 一秀  

52     Bye  太田 友徳 [4] 

 6010400H H 三村 将広  山田 真己 

53  1100057X H 岩本 達也 三村 将広 6-2  

     岩本 達也  

54     Bye  中嶋 成好 

 5500627H 郡 中嶋 成好  尾嶋 崇史 

55  5501838H 郡 尾嶋 崇史 中嶋 成好 w.o. 

     尾嶋 崇史  

56     Bye  太田 友徳 [4] 

      山田 真己 

57     Bye 清藤 俊一 6-1  

 4300543H 郡 清藤 俊一 西 公平  

58  4300594H 郡 西 公平  並木 昭夫 

      鈴木 裕太 

59     Bye 並木 昭夫 6-0  

 7900052H 郡 並木 昭夫 鈴木 裕太  

60  7900040H 郡 鈴木 裕太  並木 昭夫 

      鈴木 裕太 

61     Bye 加藤 祐輔 7-5  

 5501349H 前 加藤 祐輔 高橋 竜治  

62  5501340H 前 高橋 竜治  林 俊喜 [25] 

      森 英章 

63     Bye 林 俊喜 [25] 6-4  

M693545  6006973H 前 林 俊喜 森 英章  

64 M693544  5303169H 前 森 英章  
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M703748  5303186H 前 坪井 直樹 [5]  

65 M703749  5302420H 前 渡邊 祥平 坪井 直樹 [5] 

     渡邊 祥平 

66     Bye  坪井 直樹 [5] 

 3700161H 郡 原 啓一郎  渡邊 祥平 

67  3700203H 郡 宮島 弘樹 原 啓一郎 6-0  

     宮島 弘樹  

68     Bye  坪井 直樹 [5] 

 1300603H 郡 菅原 大輔  渡邊 祥平 

69  1302042H 郡 跡部 淳 菅原 大輔 7-6(4)  

     跡部 淳  

70     Bye  菅原 大輔 

 1401032H 郡 峯岸 辰弥  跡部 淳 

71  1401857H 郡 舟岡 教明 峯岸 辰弥 6-1  

     舟岡 教明  

72     Bye  大盛 優太 

      藤田 悠梧 

73     Bye 松島 光 7-5  

 4300305H 前 松島 光 須藤 佑輔  

74  4300350H 前 須藤 佑輔  大盛 優太 

      藤田 悠梧 

75     Bye 大盛 優太 6-0  

M130513  3601453H 郡 大盛 優太 藤田 悠梧  

76 M130982  3600605H 郡 藤田 悠梧  大盛 優太 

      藤田 悠梧 

77     Bye 弦巻 徹 6-3  

 5700115H 郡 弦巻 徹 鈴木 寿征  

78  57申請中 郡 鈴木 寿征  佐藤 壮汰 [27] 

      佐藤 遥太 

79     Bye 佐藤 壮汰 [27] 7-5  

M703111  5400640H 前 佐藤 壮汰 佐藤 遥太  

80 M703110  5400640H 前 佐藤 遥太  

M703751  5302888H 前 山口 貴士 [6]  

81 M703750  5400889H 前 齊藤 康史 山口 貴士 [6] 

     齊藤 康史 

82     Bye  山口 貴士 [6] 

 1302082H 郡 込山 雄太郎  齊藤 康史 

83  1302084H 郡 鈴木 将宇 込山 雄太郎 w.o. 

     鈴木 将宇  

84     Bye  山口 貴士 [6] 

 16申請中 郡 仲本 涼介  齊藤 康史 

85  1600060H 郡 金子 登 仲本 涼介 6-0  

     金子 登  

86     Bye  仲本 涼介 

 19申請中 郡 後藤 仁哉  金子 登 

87  1900296H 郡 後藤 永吉  w.o. 

 3500146H 郡 今村 徹   

88  3501420H 郡 桐生 洋輔 Not Played 上原 健太 [17] 

      宮内 祐有 

89     Bye 出口 卓央 6-3  

M690414  1101052H 前 出口 卓央 小松 尚次  

90  1100186H 前 小松 尚次  武笠 一也 

      濱田 徹 

91     Bye 武笠 一也 6-0  

 7200724H 郡 武笠 一也 濱田 徹  

92  72申請中 郡 濱田 徹  上原 健太 [17] 

      宮内 祐有 

93     Bye 松井 純太 7-6(7)  

 2200128H 郡 松井 純太 松山 敏和  

94  22申請中 郡 松山 敏和  上原 健太 [17] 

      宮内 祐有 

95     Bye 上原 健太 [17] 6-1  

M19617  1200037H 郡 上原 健太 宮内 祐有  

96  1200596H 郡 宮内 祐有  
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M133382  2100202H 前 千代田 範人 [7]  

97 M52481  1400925H 前 米倉 靖行 千代田 範人 [7] 

     米倉 靖行 

98     Bye  千代田 範人 [7] 

 2200196H 郡 岡野 翔  米倉 靖行 

99  2200179H 郡 照山 卓夫 岡野 翔 6-2  

 3600175H 郡 國島 武 照山 卓夫  

100  3600615H 郡 石井 文男 w.o. 千代田 範人 [7] 

 55申請中 G 柴田 雄介  米倉 靖行 

101  55申請中 G 網谷 雄也 柴田 雄介 6-2  

     網谷 雄也  

102     Bye  柴田 雄介 

 1401438H 郡 辻田 諒之介  網谷 雄也 

103  1401492X 郡 関根 達也 辻田 諒之介 7-6(3)  

     関根 達也  

104     Bye  千代田 範人 [7] 

      米倉 靖行 

105     Bye 佐久間 秀雄 6-1  

 3200157H 郡 佐久間 秀雄 領家 修二郎  

106  32申請中 郡 領家 修二郎  佐久間 秀雄 

      領家 修二郎 

107     Bye 楯 興広 w.o. 

 2100347H 前 楯 興広 近藤 広泰  

108  2100328H 前 近藤 広泰  島田 健一 [31] 

      杉山 雄哉 

109     Bye 土方 直行 7-6(9)  

 6003820H 郡 土方 直行 松田 裕之  

110  6004271H 郡 松田 裕之  島田 健一 [31] 

      杉山 雄哉 

111     Bye 島田 健一 [31] 7-5  

 1400449H M 島田 健一 杉山 雄哉  

112 M705235  1400485H M 杉山 雄哉  

M51934  6006466H DJ 尾島 萌杜  

113 M19938  54申請中 DJ 長船 雅喜 尾島 萌杜 [8] 

     長船 雅喜 

114     Bye  松尾 圭介 

 6008692H G 松尾 圭介  砂川 洋太 

115  6008554X G 砂川 洋太 松尾 圭介 w.o. 

     砂川 洋太  

116     Bye  下東 大介 

 5501650H 郡 佐々木 雄治  児玉 怜士 

117  5501826H 郡 青木 勇気 佐々木 雄治 6-2  

     青木 勇気  

118     Bye  下東 大介 

 3400734H 郡 下東 大介  児玉 怜士 

119  3400248H 郡 児玉 怜士 下東 大介 6-3  

 3901515H 郡 林 翼 児玉 怜士  

120  3901737H 郡 近藤 浩介 7-5  宮下 昌洋 

      齋藤 和也 

121     Bye 平田 慎一 7-6(5)  

 5200201H 郡 平田 慎一 田口 圭  

122  5200148H 郡 田口 圭  宮下 昌洋 

      齋藤 和也 

123     Bye 宮下 昌洋 w.o. 

M706625  3502194H 前 宮下 昌洋 齋藤 和也  

124 M706637  3502406H 前 齋藤 和也  宮下 昌洋 

      齋藤 和也 

125     Bye 松本 好則 6-4  

 6004308X 郡 松本 好則 渡部 正義  

126  6005083H 郡 渡部 正義  三須 潤也 [26] 

      馬場 翔 

127     Bye 三須 潤也 [26] 6-2  

M703320  5200660H 前 三須 潤也 馬場 翔  

128 M703428  5200659H 前 馬場 翔  
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M167456  5302327H DJ 中川 仁  

129 M19336  4100066H DJ 竹内 信義 中川 仁 [9] 

     竹内 信義 

130     Bye  中川 仁 [9] 

 4300024H 郡 伊藤 克信  竹内 信義 

131  4300428H 郡 板谷 浩行 伊藤 克信 6-2  

     板谷 浩行  

132     Bye  中川 仁 [9] 

 6011219H 前 山谷 慶吾  竹内 信義 

133  6007722H 前 鈴木 達也 山谷 慶吾 6-3  

     鈴木 達也  

134     Bye  小谷 彦之 

 5700108H 前 小谷 彦之  相馬 陽一郎 

135 M51849  5700052H 前 相馬 陽一郎 小谷 彦之 7-5  

     相馬 陽一郎  

136     Bye  中川 仁 [9] 

      竹内 信義 

137     Bye 大島 祐一 6-3  

 5600333H 郡 大島 祐一 野辺 淳平  

138  5600384H 郡 野辺 淳平  今城 慶也 

      小川 貴大 

139     Bye 今城 慶也 7-5  

 60申請中 郡 今城 慶也 小川 貴大  

140  60申請中 郡 小川 貴大  今城 慶也 

 6009558H I 白鳥 貴士  小川 貴大 

141  6007876X I 飛岡 哲史 桔梗 佑也 6-1  

 13申請中 郡 桔梗 佑也 立花 宗典  

142  1301743H 郡 立花 宗典 6-3  小櫻 翔大 [28] 

      竹田 真行 

143     Bye 小櫻 翔大 [28] 6-2  

M703733  1401946H 前 小櫻 翔大 竹田 真行  

144  1401972H 前 竹田 真行  

M128160  1401945H G 久保 蕉真  

145 M133466  3100150H G 庄崎 涼 久保 蕉真 [10] 

     庄崎 涼 

146     Bye  久保 蕉真 [10] 

 7500034H 郡 岩堀 豊  庄崎 涼 

147  7500004H 郡 畔見 傑 岩堀 豊 6-4  

     畔見 傑  

148     Bye  久保 蕉真 [10] 

 1800034H 郡 伊藤 輝  庄崎 涼 

149  18申請中 郡 百瀬 豊 伊藤 輝 6-1  

     百瀬 豊  

150     Bye  二神 友也 

 5302784H 郡 二神 友也  秋山 啓司 

151  5302412H 郡 秋山 啓司 二神 友也 6-0  

     秋山 啓司  

152     Bye  久保 蕉真 [10] 

      庄崎 涼 

153     Bye 井上 信之 6-3  

 8100009H 郡 井上 信之 大幡 誉男  

154  8100021H 郡 大幡 誉男  井上 信之 

      大幡 誉男 

155     Bye 井上 遊 6-3  

 6000521H 前 井上 遊 井口 潤  

156  6000268H 前 井口 潤  渋谷 大介 

      笠間 聡啓 

157     Bye 渋谷 大介 6-1  

 6002262X 郡 渋谷 大介 笠間 聡啓  

158  6001209H 郡 笠間 聡啓  渋谷 大介 

      笠間 聡啓 

159     Bye 宮崎 雅紀 [30] 6-4  

M690404  6008420H 郡 宮崎 雅紀 河野 嶺太  

160  6008333H 郡 河野 嶺太  
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M20548  5300544H R 保土田 優士  

161  5300540X R 鈴木 祥平 保土田 優士 [11] 

     鈴木 祥平 

162     Bye  保土田 優士 [11] 

 1900101H 郡 新井 芳泉  鈴木 祥平 

163  1900173H 郡 羽石 隆志 新井 芳泉 6-0  

     羽石 隆志  

164     Bye  保土田 優士 [11] 

 11申請中 郡 豊田 優  鈴木 祥平 

165  1100394H 郡 長谷川 幸太 豊田 優 6-0  

 7800300X 郡 中村 武瑠 長谷川 幸太  

166  7800278X 郡 小島 大輝 6-1  佐藤 匡 

 3800265H 郡 佐藤 匡  石井 陸 

167  38申請中 郡 石井 陸 佐藤 匡 7-5  

     石井 陸  

168     Bye  保土田 優士 [11] 

      鈴木 祥平 

169     Bye 小暮 啓之 6-2  

 1401785H 郡 小暮 啓之 柴田 宏道  

170  1402080X 郡 柴田 宏道  小暮 啓之 

      柴田 宏道 

171     Bye 松崎 武志 7-6(10)  

 3600480H 郡 松崎 武志 高砂 賢二  

172  3601464H 郡 高砂 賢二  大西 隆行 [22] 

      山崎 洋輔 

173     Bye 中野 憲 6-4  

 1100358H 郡 中野 憲 菊池 隆児  

174  1100138H 郡 菊池 隆児  大西 隆行 [22] 

      山崎 洋輔 

175     Bye 大西 隆行 [22] 6-0  

M18681  4100325H O 大西 隆行 山崎 洋輔  

176 M703718  4300532H O 山崎 洋輔  

M705861  6010612H 郡 吉澤 拓  

177 M16378  6003050H 郡 長曽我部 剛 吉澤 拓 [12] 

     長曽我部 剛 

178     Bye  吉澤 拓 [12] 

M21545  3500212H 郡 大枝 修  長曽我部 剛 

179  38申請中 郡 高橋 由成 斉藤 拓夢 7-5  

 3800542H 西 斉藤 拓夢 斉藤 雅規  

180  4600237H 西 斉藤 雅規 7-5  吉澤 拓 [12] 

 1400317H 東 熊谷 一孝  長曽我部 剛 

181  1400986H 東 鈴木 健二 熊谷 一孝 6-4  

     鈴木 健二  

182     Bye  熊谷 一孝 

 7800034X 郡 岡安 浩  鈴木 健二 

183  7800021X 郡 海老沼 直樹 岡安 浩 w.o. 

     海老沼 直樹  

184     Bye  中島 輝光 [20] 

      大堀 琢磨 

185     Bye 友成 史明 6-4  

 17申請中 郡 友成 史明 田口 敦史  

186  1700208H 郡 田口 敦史  友成 史明 

      田口 敦史 

187     Bye 実松 健治 6-3  

 21申請中 郡 実松 健治 小桐 誠  

188  2100036H 郡 小桐 誠  中島 輝光 [20] 

      大堀 琢磨 

189     Bye 武藤 寿行 6-0  

 5500546H 郡 武藤 寿行 稲本 和之  

190  5500534H 郡 稲本 和之  中島 輝光 [20] 

      大堀 琢磨 

191     Bye 中島 輝光 [20] 6-1  

M53501  1900250H 前 中島 輝光 大堀 琢磨  

192 M693501  1900358H 前 大堀 琢磨  

L

K

男子ダブルス(6)



 2022年度埼⽟県春季テニス選⼿権⼤会予選⼤会

JTA No. St. STA No. 資格 氏　名　　　　　　　　　１R 2R 3R F

M690510  5400799H M 吉田 有希  

193  3600891H M 金子 俊朗 吉田 有希 [13] 

     金子 俊朗 

194     Bye  外川 秀人 

 2100274H 郡 外川 秀人  矢田 晶大 

195  2100298H 郡 矢田 晶大 外川 秀人 7-6(3)  

     矢田 晶大  

196     Bye  小幡 和樹 

 60申請中 G 松寺 駿  市川 徹 

197  60申請中 G 池田 賢矢 松寺 駿 6-4  

 1600479X 郡 西田 侑治 池田 賢矢  

198  1600392H 郡 野口 尚吾 w.o. 小幡 和樹 

 6010010X 郡 小幡 和樹  市川 徹 

199  6006350H 郡 市川 徹 小幡 和樹 6-2  

     市川 徹  

200     Bye  澤田 昌毅 

      相澤 壮亮 

201     Bye 坂本 雅俊 6-3  

 1800124H 郡 坂本 雅俊 杉浦 敬  

202  1800137H 郡 杉浦 敬  佐藤 正典 

      田坂 和隆 

203     Bye 佐藤 正典 6-2  

 6008540H 郡 佐藤 正典 田坂 和隆  

204  6002883H 郡 田坂 和隆  澤田 昌毅 

      相澤 壮亮 

205     Bye 澤田 昌毅 7-5  

M706440  4600866H 前 澤田 昌毅 相澤 壮亮  

206 M706438  4600985H 前 相澤 壮亮  澤田 昌毅 

      相澤 壮亮 

207     Bye 佐藤 勝弘 [18] 6-3  

 12申請中 郡 佐藤 勝弘 松本 浩一  

208 M159720  1200248X 郡 松本 浩一  

M16202  1300539H G 佐藤 喜紀  

209 M706439  13申請中 G 勝村 勇太 佐藤 喜紀 [14] 

     勝村 勇太 

210     Bye  佐藤 喜紀 [14] 

 6010187H M 小田 優介  勝村 勇太 

211  6010006H M 関谷 英之 小田 優介 7-6(5)  

     関谷 英之  

212     Bye  佐藤 喜紀 [14] 

 5600225H 郡 和代 圭一郎  勝村 勇太 

213  5600320H 郡 飯村 直範 和代 圭一郎 7-5  

     飯村 直範  

214     Bye  和代 圭一郎 

 4100303H 郡 山手 寛人  飯村 直範 

215  4100378H 郡 高橋 博明 山手 寛人 6-4  

     高橋 博明  

216     Bye  佐藤 喜紀 [14] 

      勝村 勇太 

217     Bye 中川 裕貴 7-6(5)  

 7900031H 前 中川 裕貴 原 洋介  

218  7900067X 前 原 洋介  中川 裕貴 

      原 洋介 

219     Bye 北条 隆志 6-3  

 4100741H 郡 北条 隆志 門馬 周平  

220  4100220H 郡 門馬 周平  中川 裕貴 

      原 洋介 

221     Bye 小松 悠久 6-2  

 5301022H 郡 小松 悠久 目黒 貴彦  

222  53申請中 郡 目黒 貴彦  田中 繁明 [21] 

      白木 敦夫 

223     Bye 田中 繁明 [21] 7-6(7)  

M16905  1300702X 前 田中 繁明 白木 敦夫  

224  1301472H 前 白木 敦夫  
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M703914  5501013H 前 井樋 大貴  

225 M52440  5500758H 前 益田 拓馬 井樋 大貴 [15] 

     益田 拓馬 

226     Bye  中村 友哉 

 39申請中 郡 中村 友哉  宇野 鉄平 

227  39申請中 郡 宇野 鉄平 中村 友哉 6-2  

     宇野 鉄平  

228     Bye  中村 友哉 

 1300759H 郡 鳥居 聡一郎  宇野 鉄平 

229  13申請中 郡 鷺谷 竜太 鳥居 聡一郎 7-5  

     鷺谷 竜太  

230     Bye  鳥居 聡一郎 

 5501321H 郡 宮川 晃志  鷺谷 竜太 

231  5501085H 郡 岩尾 和久 宮川 晃志 6-2  

     岩尾 和久  

232     Bye  林 法良 

      谷沢 克矢 

233     Bye 林 法良 6-2  

M706444  1301529X 前 林 法良 谷沢 克矢  

234 M706455  3901489X 前 谷沢 克矢  林 法良 

 4100592H I 加藤 崇仁  谷沢 克矢 

235  4100101H I 早川 昌彦 加藤 崇仁 6-4  

 6003215H 郡 富田 勇司 早川 昌彦  

236  6010901H 郡 川崎 宙矢 6-2  林 法良 

      谷沢 克矢 

237     Bye 本間 公敏 6-1  

 3600889H 郡 本間 公敏 羽賀 怜志  

238  3600408H 郡 羽賀 怜志  向井 誠 [29] 

      長屋 秀吾 

239     Bye 向井 誠 [29] w.o. 

 5400359H 郡 向井 誠 長屋 秀吾  

240 M702870  5400346H 郡 長屋 秀吾  

M16007  60申請中 O 江目 尚純  

241  5302880H O 田中 大河 江目 尚純 [16] 

     田中 大河 

242     Bye  江目 尚純 [16] 

 5600030H 郡 上野 優樹  田中 大河 

243  6007110H 郡 六車 健 上野 優樹 6-2  

     六車 健  

244     Bye  江目 尚純 [16] 

 1401912H 郡 井手 翼  田中 大河 

245  1401929H 郡 大杉 和利 井手 翼 6-3  

     大杉 和利  

246     Bye  井手 翼 

 7401135H 郡 小澤 悠介  大杉 和利 

247  7400127H 郡 押田 慎一 小澤 悠介 6-2  

     押田 慎一  

248     Bye  江目 尚純 [16] 

      田中 大河 

249     Bye 池田 慎介 6-1  

 3501992H 郡 池田 慎介 石井 誠  

250  3500090H 郡 石井 誠  池田 慎介 

      石井 誠 

251     Bye 山﨑 智也 6-3  

 6008593H 前 山﨑 智也 川﨑 諒  

252  6008827H 前 川﨑 諒  溝呂木 一紘 

 1400806H 前 溝呂木 一紘  遠藤 裕樹 

253  1400145H 前 遠藤 裕樹 溝呂木 一紘 6-2  

 3100068H 郡 小山田 明宏 遠藤 裕樹  

254  3100270H 郡 森下 貴之 7-5  溝呂木 一紘 

      遠藤 裕樹 

255     Bye 剣 大輔 [23] 7-6(4)  

 5300245H R 剣 大輔 田中 明日翔  

256 M154566  5300482H R 田中 明日翔  

男子ダブルス(8)
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1 F08692  6004278H 前 井上 啓子 [1]  

井上 啓子 [1] 

2     Bye   

      肥後 路子 

3  7400327H 前 瀬山 尚子  6-4  

     肥後 路子  

4  16申請中 郡 肥後 路子 6-4   

      金田 絵里 

5  5501464H 前 久田 好美  6-3  

     岡田 明美  

6  1101950H 郡 岡田 明美 7-5   

      金田 絵里 

7 F706372  6007480H M 金田 絵里  6-0  

     金田 絵里  

8  7401217H 北 荒川 美咲 6-0  

      

9 F702855  6004235H 前 松岡 美佐子 [2]  

     松岡 美佐子 [2] 

10     Bye   

      油井 陽子 

11 F706370  32申請中 郡 油井 陽子  6-1  

     油井 陽子  

12  3800213X 郡 横山 美保子 6-0   

      油井 陽子 

13  1101146H 前 倉持 純子  6-4  

     植松 智美  

14  3200406H 郡 植松 智美 6-2   

      和智 あゆ美 

15  3501538H 郡 和智 あゆ美  6-2  

     和智 あゆ美  

16  3800500H 郡 蛭田 江美 6-3  

      

17 F53130  5501065H 前 牧野 美幸 [3]  

     牧野 美幸 [3] 

18     Bye   

      牧野 美幸 [3] 

19  1300200H 郡 老沼 佳絵  6-3  

     渡辺 晴美  

20  5500597H 郡 渡辺 晴美 7-5   

      飯塚 菜々 

21  1302017H 郡 米山 栞  6-0  

     三室 貴子  

22  6008085H O 三室 貴子 6-4   

      飯塚 菜々 

23  7400927H 前 和田 琴子  6-4  

     飯塚 菜々  

24 F706368  7701561H 郡 飯塚 菜々 6-1  

      

25 F11647  3300696H 前 千葉 まゆみ [4]  

     千葉 まゆみ [4] 

26     Bye   

      千葉 まゆみ [4] 

27  7400163H 郡 川瀬 道  6-4  

     田島 麻里子  

28  6002893H 郡 田島 麻里子 6-0   

      井手 真希子 

29  1800363H 郡 今尾 幸子  6-3  

     望月 淑美  

30  1900259H G 望月 淑美 6-3   

      井手 真希子 

31  1800063H 郡 大場 朝子  6-1  

     井手 真希子  

32  6007314H 前 井手 真希子 6-1  
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33 F53341  6002553H 前 須藤 優子 [5]  

     須藤 優子 [5] 

34     Bye   

      稲田 美優 

35  35申請中 郡 稲田 美優  6-0  

     稲田 美優  

36  6007615H R 齋藤 由紀子 6-0   

      稲田 美優 

37  6009452H 前 石橋 加代子  6-0  

     奥村 奈津子  

38  5400902H 郡 奥村 奈津子 7-6(3)   

      城石 康代 

39     Bye  7-6(7)  

     城石 康代  

40 F703719  5501888H 郡 城石 康代  

      

41 F703730  1101595H 前 山根 歩 [6]  

     山根 歩 [6] 

42     Bye   

      山根 歩 [6] 

43  3501606H 郡 志村 亜矢  6-3  

     前野 絢子  

44  6008853H M 前野 絢子 6-3   

      永島 美穂 

45  7700087H 郡 瓜田 真由美  6-2  

     鈴木 深雪  

46  7500212H 郡 鈴木 深雪 w.o.  

      永島 美穂 

47     Bye  6-1  

     永島 美穂  

48 F702869  5200694H 郡 永島 美穂  

      

49 F09743  6004307H 前 松本 優子 [7]  

     松本 優子 [7] 

50     Bye   

      松本 優子 [7] 

51  3601120H 西 石井 香織  6-3  

     浅子 理恵  

52  6010775H M 浅子 理恵 7-6(5)   

      松本 優子 [7] 

53  6004876H M 横江 葉子  6-2  

     金子 潤子  

54  3400892H 郡 金子 潤子 6-4   

      山崎 いずみ 

55     Bye  6-1  

     山崎 いずみ  

56 F702570  4300533H 郡 山崎 いずみ  

      

57 F702993  1100663H 前 木田 美希 [8]  

     木田 美希 [8] 

58     Bye   

      近藤 梨世 

59  1400851H 東 森田 治子  6-4  

     近藤 梨世  

60  44申請中 郡 近藤 梨世 6-0   

      古賀 千恵 [20] 

61  6002071H 前 佐々木 郁美  6-2  

     徳江 真奈美  

62  41申請中 郡 徳江 真奈美 w.o.  

      古賀 千恵 [20] 

63     Bye  6-0  

     古賀 千恵 [20]  

64 F702859  1100685H R 古賀 千恵 [20]  
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65 F702992  6000410H 前 石山 舞 [9]  

     石山 舞 [9] 

66     Bye   

      新井 亜由子 

67  5600303H 郡 室尾 貴代美  7-5  

     新井 亜由子  

68  3500055H R 新井 亜由子 6-1   

      藤井 恵 

69  1400693H 郡 萩原 圭子  6-4  

     藤井 恵  

70 F706367  4600435H 前 藤井 恵 6-3   

      藤井 恵 

71     Bye  6-2  

     西川 素子 [18]  

72 F10048  6003495H G 西川 素子 [18]  

      

73 F703765  6009308H 前 原田 美里 [10]  

     原田 美里 [10] 

74     Bye   

      原田 美里 [10] 

75  2200180H 郡 照山 真由美  6-0  

     照山 真由美  

76  4600848H 郡 井原 千明 6-2   

      原田 美里 [10] 

77  77申請中 郡 船木 佳代  6-2  

     石上 ちさと  

78  6008800H O 石上 ちさと 6-2   

      奥村 理絵 

79     Bye  6-0  

     奥村 理絵  

80 F703412  7401273H M 奥村 理絵  

      

81 F703723  1401900H 前 阿部田 伸子 [11]  

     阿部田 伸子 [11] 

82     Bye   

      阿部田 伸子 [11] 

83  1101847H 郡 篠崎 真衣  6-0  

     三木 真紀  

84  6004343H 前 三木 真紀 6-1   

      阿部田 伸子 [11] 

85  6010539H 前 陶山 みち代  6-2  

     陶山 みち代  

86  1300512H 前 佐々木 薫 6-2   

      金田 智恵 

87     Bye  6-1  

     金田 智恵  

88 F702793  1401772H W 金田 智恵  

      

89 F10317  6000747H 前 江口 千佳子 [12]  

     江口 千佳子 [12] 

90     Bye   

      江口 千佳子 [12] 

91  1600513H 郡 滝口 美吹  6-4  

     滝口 美吹  

92  1300444H 郡 小松原 綾 6-2   

      須藤 珠美 [19] 

93  1402019H 郡 吉川 昌子  7-5  

     吉川 昌子  

94  1401893H 郡 和田 弘美 7-6(4)   

      須藤 珠美 [19] 

95     Bye  6-1  

     須藤 珠美 [19]  

96 F11648  3300585H 郡 須藤 珠美 [19]  
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97 F702228  4100153X 前 岸野 みゆき [13]  

     岸野 みゆき [13] 

98     Bye   

      岸野 みゆき [13] 

99  6005951H R 藤村 瞳子  7-5  

     藤村 瞳子  

100  60申請中 郡 関 美琴 6-0   

      岸野 みゆき [13] 

101  5100110H 郡 都築 正美  6-0  

     大橋 和美  

102  3100602H 郡 大橋 和美 6-4   

      大橋 和美 

103     Bye  6-0  

     二反田 はるか  

104 F131209  6004780H 郡 二反田 はるか  

      

105 F50304  1301119X 前 山下 美夏 [14]  

     山下 美夏 [14] 

106     Bye   

      藤田 郁子 

107  3502487H 郡 下川 碧美  6-0  

     藤田 郁子  

108  1402063H 前 藤田 郁子 6-2   

      梅田 菜々美 

109 F706369  4100626H R 梅田 菜々美  6-0  

     梅田 菜々美  

110  5302138H 前 田村 優紀 6-0   

      梅田 菜々美 

111     Bye  6-1

     玉木 郁子  

112 F11718  6003005H 前 玉木 郁子  

      

113 F702858  6000674H 前 宇賀神 聡子 [15]  

     宇賀神 聡子 [15] 

114     Bye   

      藤巻 久美子 

115  4100662H 郡 細川 麻里子  6-2  

     藤巻 久美子  

116  6003996H 郡 藤巻 久美子 6-4   

      石井 美穂 

117 F706428  7100417H G 石井 美穂  6-2  

     石井 美穂  

118  3100155H 郡 菅原 富士恵 6-1   

      石井 美穂 

119     Bye  6-0  

     海老原 小春 [17]  

120 F702850  5200605H 郡 海老原 小春 [17]  

      

121 F10701  1400302H 前 日下部 由美子 [16]  

     日下部 由美子 [16] 

122     Bye   

      日下部 由美子 [16] 

123  6001225H O 柏倉 麗子  6-1  

     柏倉 麗子  

124  1401527H 郡 伊藤 真由美 6-0   

      江田 亜希子 

125  6000873H 前 太田 春子  7-5  

     太田 春子  

126  1401792H 前 崎井 友美 6-2   

      江田 亜希子 

127     Bye  6-3  

     江田 亜希子  

128 F50316  6000759H 前 江田 亜希子  
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F03796  7500136H 前 小林 美智子 [1]  

1 F11338  7500807H 前 石田 恵美 小林 美智子 [1] 

石田 恵美 

2     Bye  前田 みつ美 

 6000946H 郡 大橋 輝美  片岡 美千子 

3  6003547H 郡 沼倉 久江 前田 みつ美 6-3  

F706385  3502404H 郡 前田 みつ美 片岡 美千子  

4 F706389  3500336H 郡 片岡 美千子 6-0  前田 みつ美 

 44申請中 郡 近藤 梨世  片岡 美千子 

5  4400325H 郡 近藤 美穂 近藤 梨世 6-2  

 4600262H 西 塩野 幸恵子 近藤 美穂  

6  4600391H 西 蓮見 順子 w.o. 宮坂 直子 

 5200499H 前 宮坂 直子  松野 祐子 

7  5200470H 前 松野 祐子 宮坂 直子 6-1  

 1100679H 郡 栗本 章子 松野 祐子  

8  11申請中 郡 関口 美子 6-2  

F09739  6003879H 前 廣澤 教子 [2]  

9 F10337  1400705H 前 長谷部 秀子 廣澤 教子 [2] 

     長谷部 秀子 

10     Bye  稲田 美優 

 6006318H 郡 家守 知子  諏訪 愛実莉 

11  6003647H 郡 橋詰 友美 稲田 美優 6-2  

F50664  35申請中 G 稲田 美優 諏訪 愛実莉  

12  38申請中 G 諏訪 愛実莉 6-2  河田 景子 

 5600202H 郡 森 明子  諸我 歩実 

13  5600226H 郡 渡辺 明美 森 明子 7-6(1)  

 5501332H O 生方 恵里 渡辺 明美  

14  5501741H O 生方 詩和梨 6-4  河田 景子 

     諸我 歩実 

15    Bye 河田 景子 6-0  

 5302993H DJ 河田 景子 諸我 歩実  

16 F131088  5301687H DJ 諸我 歩実  

F11420  7100287H L 小林 恵美 [3]  

17 F53304  1300739H L 角田 幸子 小林 恵美 [3] 

     角田 幸子 

18     Bye  小林 恵美 [3] 

 1300027H 郡 浅古 美智世  角田 幸子 

19  1300566H 郡 清水 香 浅子 理恵 6-4  

 6010775H G 浅子 理恵 米山 栞  

20  1302017H G 米山 栞 7-6(4)  小林 恵美 [3] 

 5500946H 郡 岩崎 緑  角田 幸子 

21  5500921H 郡 澤田 直美 加納 昌子 6-1  

 5600401H 郡 加納 昌子 江原 由美子  

22  5600283H 郡 江原 由美子 w.o. 加納 昌子 

      江原 由美子 

23     Bye 小高 美奈 6-3  

F09306  6001116H M 小高 美奈 岩崎 理恵  

24  6000608H M 岩崎 理恵  

F50588  4100011H 前 遠藤 和代 [4]  

25 F11293  4100503H 前 須藤 晶子 遠藤 和代 [4] 

     須藤 晶子 

26     Bye  遠藤 和代 [4] 

 3301428H L 林 恵美  須藤 晶子 

27  3302205H L 酒井 明子 林 恵美 6-2  

 6007466H 郡 加東 知美 酒井 明子  

28  6011117H 郡 根本 美津穂 6-1  遠藤 和代 [4] 

 3501888H 前 小林 あす美  須藤 晶子 

29  3502060H 前 田中 順子 小林 あす美 6-1  

 2100155H 郡 米沢 洋子 田中 順子  

30  2100072H 郡 鈴木 晶子 6-3  小林 あす美 

      田中 順子 

31     Bye 岸野 みゆき 6-2  

F702228  4100153X 前 岸野 みゆき 松原 左也花  

32 F702988  4100038H 前 松原 左也花  
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F50913  1400951H 前 山口 晶子 [5]  

33 F50221  1401122H 前 藤田 祐子 山口 晶子 [5] 

     藤田 祐子 

34     Bye  窪田 かほる 

 5501239X 郡 窪田 かほる  米本 里歌 

35  5500738H 郡 米本 里歌 窪田 かほる w.o. 

 1401113H 郡 永井 保子 米本 里歌  

36  1400075H 郡 石田 妙子 6-4  窪田 かほる 

 5500056H 郡 中島 ひとみ  米本 里歌 

37  5500302H 郡 伊藤 都 後庵 恭子 6-2  

 1400335H 郡 後庵 恭子 藤田 郁子  

38  1402063H 郡 藤田 郁子 7-6(7)  二反田 はるか 

      山崎 いずみ 

39     Bye 二反田 はるか 7-5  

F131209  6004780H 前 二反田 はるか 山崎 いずみ  

40 F702570  4300533H 前 山崎 いずみ  

F690711  5502148H 前 楠瀬 由美子 [6]  

41 F701717  5400335H 前 髙田 公子 楠瀬 由美子 [6] 

     髙田 公子 

42     Bye  楠瀬 由美子 [6] 

 1900367H 郡 戸川 実希  髙田 公子 

43  19申請中 郡 金子 未咲 戸川 実希 6-2  

 1900063H 郡 伏見 行子 金子 未咲  

44  1900242H 郡 小峰 陽子 6-3  佐々木 由紀子 

 4400225H 郡 佐々木 由紀子  北田 さゆり 

45  4400214H 郡 北田 さゆり 佐々木 由紀子 6-0  

 4300146H 前 田中 裕美 北田 さゆり  

46  4300143H 前 田島 千里 6-2  佐々木 由紀子 

      北田 さゆり 

47     Bye 中村 貴子 6-2  

F50984  5302095H 前 中村 貴子 谷利 麻理子  

48 F50704  1100787H 前 谷利 麻理子  

F702554  6005219H 前 岩崎 恵 [7]  

49 F693481  5400791H 前 荒川 雅子 岩崎 恵 [7] 

     荒川 雅子 

50     Bye  岩崎 恵 [7] 

 6003039H M 千葉 智江  荒川 雅子 

51  6008378H M 菊地 美幸 千葉 智江 6-2  

 6005825H R 仲田 知美 菊地 美幸  

52  6004876H R 横江 葉子 6-2  江田 亜希子 

 7400812H 郡 浅野 真美子  神 葉子 

53  7401254H 郡 福寿 美歩 川上 陽子 7-6(6)  

 3100089H 郡 川上 陽子 長田 直美  

54  3100067H 郡 長田 直美 6-4  江田 亜希子 

      神 葉子 

55     Bye 江田 亜希子 6-4  

F50316  6000759H 前 江田 亜希子 神 葉子  

56 F11730  6002387H 前 神 葉子  

F702868  6003612H 前 野田 美和 [8]  

57 F10985  5303136H 前 高橋 奈津美 野田 美和 [8] 

     高橋 奈津美 

58     Bye  野田 美和 [8] 

 1401665H 郡 名倉 富美子  高橋 奈津美 

59  1401572H 郡 川渕 奈穂 三浦 彰子 6-3  

 6009920H 郡 三浦 彰子 石村 菜摘  

60  6006342H 郡 石村 菜摘 6-4  野田 美和 [8] 

 2200139H 郡 村田 純子  高橋 奈津美 

61  22申請中 郡 目黒 千速 三木 真紀 6-2  

 6004343H 郡 三木 真紀 河合 泰子  

62  6001374H 郡 河合 泰子 6-3  佐藤 晴美 

      浅野 瑞江 

63     Bye 佐藤 晴美 6-0  

F50924  1300571H 前 佐藤 晴美 浅野 瑞江  

64 F50574  5301648H 前 浅野 瑞江  
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F133486  5500473H 前 加藤 一恵 [9]  

65 F703719  5501888H 前 城石 康代 加藤 一恵 [9] 

     城石 康代 

66     Bye  加藤 一恵 [9] 

 6002596H R 戸倉 久美子  城石 康代 

67  5300581H R 越智 あゆみ 戸倉 久美子 6-2  

 6007861H 郡 手塚 幸江 越智 あゆみ  

68  6009108H 郡 福永 潤子 6-4  加藤 一恵 [9] 

 3800599H 郡 大谷 美恵  城石 康代 

69  3800597H 郡 臼井 久子 米倉 こずみ 6-2  

 4100674H 郡 米倉 こずみ 細川 麻里子  

70  4100662H 郡 細川 麻里子 6-0  大橋 悦子 

      齊藤 千歳 

71     Bye 大橋 悦子 6-2  

 1400170H 前 大橋 悦子 齊藤 千歳  

72 F50986  1400382H 前 齊藤 千歳  

F53341  6002553H 前 須藤 優子 [10]  

73 F11413  6002765H 前 高橋 久榮 須藤 優子 [10] 

     高橋 久榮 

74     Bye  滝口 后代 

 3500754H 郡 滝口 后代  近藤 晴子 

75 F09736  3500547H 郡 近藤 晴子 滝口 后代 6-3  

 1401873H 東 望月 淑美 近藤 晴子  

76  1400035H 東 荒木 幸子 6-2  内山 正子 

 1500343H 郡 山口 ひかる  江森 さや香 

77  1500191H 郡 山崎 理絵 小松 添子 7-6(4)  

 6010227H L 小松 添子 降旗 美恵子  

78  6004030H L 降旗 美恵子 6-4  内山 正子 

 3400892H 郡 金子 潤子  江森 さや香 

79  3400328H 郡 鈴木 恭子 内山 正子 6-4  

F133378  1300178H O 内山 正子 江森 さや香  

80 F706437  1301819H O 江森 さや香 6-3  

F702906  1100640H 前 加藤 晶子 [11]  

81 F702859  1100685H 前 古賀 千恵 加藤 晶子 [11] 

     古賀 千恵 

82     Bye  加藤 晶子 [11] 

 6010287H 郡 秋葉 彩  古賀 千恵 

83  6009157H 郡 飯田 香織 秋葉 彩 6-3  

 4300391H 郡 勝部 美紀 飯田 香織  

84   4300273H 郡 秋山 夏子 6-1  木田 美希 

 3300875H 郡 林 涼子  渡邉 和子 

85  3300581H 郡 鈴木 淑江 林 涼子 3-5 Ret. 

 6001586H 郡 草山 聰子 鈴木 淑江  

86  6002974H 郡 谷川 潤子 6-3  木田 美希 

 52申請中 郡 岡田 浩代  渡邉 和子 

87  5200597H 郡 青柳 美紀 木田 美希 6-4  

F702993  1100663H 前 木田 美希 渡邉 和子  

88 F50997  1400941H 前 渡邉 和子 6-3  

F702925  5301048H 前 松村 直美 [12]  

89 F702923  5300158H 前 江面 由紀 松村 直美 [12] 

     江面 由紀 

90     Bye  松村 直美 [12] 

 1101332H 郡 田中 優子  江面 由紀 

91  1101475H 郡 田中 優子 石野 清美 6-0  

 1600022H 郡 石野 清美 齊藤 尚美  

92  1600193H 郡 齊藤 尚美 6-4  松村 直美 [12] 

 1100886H 郡 松岡 成美  江面 由紀 

93  1100560H 郡 石井 美幸 伊藤 深雪 6-0  

 6000493H 郡 伊藤 深雪 高部 しのぶ  

94  6002801H 郡 高部 しのぶ 6-0  伊藤 深雪 

 1400758H 郡 古澤 優子  高部 しのぶ 

95  1401392H 郡 大場 美智子 古澤 優子 6-0  

 5400306H G 杉本 寛子 大場 美智子  

96 F53130  5501065H G 牧野 美幸 7-6(5)  
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F11626  1300118H 前 市川 正子 [13]  

97 F11625  1300680H 前 田川 緑 市川 正子 [13] 

     田川 緑 

98     Bye  水谷 幸 

 3400064H 西 水谷 幸  溝辺 恵 

99  3400485H 西 溝辺 恵 水谷 幸 6-3  

 4300328H 郡 及川 真希 溝辺 恵  

100  4300342H 郡 後藤 麻弥 6-2  山本 美奈子 

 7701490H 郡 河合 優香  生藤 美穂子 

101  7701565H 郡 河端 渚 山本 美奈子 6-3  

F50488  5200408H 郡 山本 美奈子 生藤 美穂子  

102 F50322  5200276H 郡 生藤 美穂子 6-3  山本 美奈子 

 2100150H 前 山田 昌子  生藤 美穂子 

103  2100118H 前 本間 美和 山田 昌子 6-0  

F703765  6009308H 前 原田 美里 本間 美和  

104  6000124H 前 油屋 希久子 6-1  

F50304  1301119X 前 山下 美夏 [14]  

105 F50305  1300944H 前 舟幡 綾子 山下 美夏 [14] 

     舟幡 綾子 

106     Bye  山本 浩子 

 3100285H 郡 山本 浩子  浅見 美紀子 

107  3100525H 郡 浅見 美紀子 山本 浩子 6-3  

 6000873H 前 太田 春子 浅見 美紀子  

108  6009452H 前 石橋 加代子 6-2  日下部 由美子 

 1302012H 郡 山本 亜衣  荒井 里夏 

109  1301955H 郡 崎本 麻子 山辺 由美 6-0  

 6006146H 郡 山辺 由美 辰見 美奈  

110  6002911H 郡 辰見 美奈 6-1  日下部 由美子 

      荒井 里夏 

111     Bye 日下部 由美子 6-2  

F10701  1400302H L 日下部 由美子 荒井 里夏  

112 F50275  5200272H L 荒井 里夏  

F50994  7400236H 郡 斉藤 正美 [15]  

113 F53123  7400272H 郡 柴崎 知子 斉藤 正美 [15] 

     柴崎 知子 

114     Bye  斉藤 正美 [15] 

 1300498H 郡 坂爪 多喜美  柴崎 知子 

115  1300681H 郡 滝口 由紀子 堀田 悦子 7-6(6)  

 5200383H L 堀田 悦子 関口 房代  

116  6002585H L 関口 房代 6-0  山口 涼子 

 7400250H 郡 佐々木 美紀  長船 淳子 

117  7400355H 郡 田中 清恵 佐々木 美紀 1-1 Ret. 

 78申請中 北 小出 美代子 田中 清恵  

118  78申請中 北 鈴木 洋子 6-2  山口 涼子 

 53申請中 女L 三村 めぐみ  長船 淳子 

119  5301213H 女L 栗原 美奈子 山口 涼子 6-1  

F53489  14申請中 DJ 山口 涼子 長船 淳子  

120 F50317  5400901H DJ 長船 淳子 6-3  

F690486  3601298H DJ 山本 りさ  

121 F693375  5501529H DJ 片岡 麻実 山本 りさ 

     片岡 麻実 

122     Bye  井上 楠保子 

F706456  3900095Ｈ 前 井上 楠保子  熊倉 みゆき 

123 F706463  3900299Ｈ 前 熊倉 みゆき 井上 楠保子 w.o. 

 6002143H 郡 佐藤 博美 熊倉 みゆき  

124  6001705H 郡 小池 紀子 6-0  井上 楠保子 

 35申請中 郡 佐久間 真澄  熊倉 みゆき 

125  3501695H 郡 江黒 真由美 佐久間 真澄 6-2  

 1300232H 郡 大野 美香 江黒 真由美  

126  1300936H 郡 藤波 由美子 6-3  大橋 正子 

 6006420H 郡 大久保 顕子  石井 香織 

127  6005682H 郡 高岩 ゆみ 大橋 正子 76(4)

F50982  36申請中 郡 大橋 正子 石井 香織  

128  3601120H 郡 石井 香織 6-4  
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