
第４５回（２０１７年）

両毛地区テニス大会
１０月　１日（日）一般男子女子ダブルス

１０月２２日（日）一般男子シングルス予選

１０月２９日（日）一般男子シングルス本戦

１１月　３日（祭）一般男子女子ダブルス残り試合

１１月１２日（日）一般女子シングルス

１１月１８日（土）残り試合

１１月１９日（日）予備日

１１月２３日（祭）予備日

大会役員
大会会長
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                  岩本みどり  石川さよみ  中島洋一

                  堀越定男  山澤美穂乃  今忠勝

                  阿部加代子  金子晴美  松下裕太
 

主催 足利市

足利テニス協会

後援 足利市教育委員会

足利市体育協会

公認 栃木県テニス協会



10月1日(日) 男子女子ダブルス

役員は７：１５集合

10月22日(日) 男子シングルス予選

役員は７：１５集合

男子シングルス本戦

役員は8：00集合

※決定戦まで

11時集合  男子シングル予選　Q～Vブロック

 

受付締切時間

8時00分集合  男子シングル予選　Ａ～Pブロック

スイートピー
運営クラブは専任（最低1名）を含む3名でお願いします

コートNo.１～16

コート 足利市総合運動場テニスコート 16面

小竹（競技運営）

11時00分集合

※準々決勝まで行う予定です。

コートNo.１～16

エースアカデミー

男子ダブルス全員 
10時00分集合 女子ダブルス（１R選手）

受付締切時間

当日、天候不良であっても各会場へ出向いてください。多少の雨の場合は試合を行う場合があります。

日没まで試合を行ないます。空欄の時間も日没による当日の試合終了の連絡があるまで会場を離れないでください。

試合進行により、ナイターになる場合もあります。

また、電話での問い合わせにはお答えしませんので十分注意してください。

小泉（競技運営）

定刻までにご集合ください。

足利市総合運動場テニスコート 16面

女子ダブルス（２R選手）

コート

運営クラブは専任（最低1名）を含む3名でお願いします

8時00分集合

10月29日(日)

アレックス

コート 足利市総合運動場テニスコート 16面

運営クラブは専任（最低1名）を含む3名でお願いします

コートNo.１～16

受付締切時間

8時45分集合 男子シングルス全員

※準々決勝まで

宮澤（競技運営）

試合進行予定表



11月3日(祭) 男子女子ダブルス残り試合

11月12日(日) 女子シングルス

11月18日(土) 男子女子ダブルス・シングルス残り試合

予備日、11月19日（日）、11月23日（祭）

※決勝まで

受付締切時間

日没まで試合を行ないます。空欄の時間も日没による当日の試合終了の連絡があるまで会場を離れないでください。

試合進行により、ナイターになる場合もあります。

役員は8：00集合

福岡(競技運営）

足利ローン

運営クラブは専任（最低1名）を含む3名でお願いします

※準々決勝まで

選手全員8時45分集合

コート 足利市総合運動場テニスコート 8面

コートNo.1～8

足利ローン

8時45分集合  女子シングルス全員

試合進行予定表
当日、天候不良であっても各会場へ出向いてください。多少の雨の場合は試合を行う場合があります。

定刻までにご集合ください。

コート

運営クラブは専任（最低1名）を含む3名でお願いします

鈴木（競技運営）

足利市総合運動場テニスコート 8面

役員は8：00集合

受付締切時間

運営クラブは専任（最低1名）を含む3名でお願いします

役員は8：00集合

コートNo.1～16

男子ダブルス・女子ダブルス全員

また、電話での問い合わせにはお答えしませんので十分注意してください。

8時45分集合

峰岸（競技運営）

※決勝まで

コート 足利市総合運動場テニスコート 8面

コートNo.１～８

足利ローン

受付締切時間



１） 出場者は、受付締切時間までに受付をすませてください。時間は電波時計で確認しています。
時間は厳格に行ないます（Ｗ．Ｏ．に注意してください）。
その日に２度以上試合がある場合、次の試合のコール時不在の場合は棄権とします。

２） 予定変更の場合は、ホームページに掲示します。必ず、ご確認ください。
尚、少々の雨では決行する予定です。
予定を変更した場合には、同日に２種目以上が重なる場合がありますが、
試合進行上、無理が生じた場合には、本人の判断で、どちらかを辞退してください。

３） 試合方法：　全て、セミ・アドバンテージ方式です。

　男子シングルス予選　リーグ戦決定戦とも6ゲームズプロセットマッチ(6-6・ﾀｲﾌﾞﾚｰｸ)

   トーナメントは8ゲームズプロセットマッチ(8-8・ﾀｲﾌﾞﾚｰｸ)　

  準決勝・決勝：３セットマッチ（６－６、タイブレーク）　

　ファイナルセットはマッチタイブレーク（10 ポイント制）とします。

リーグ戦試合順
試合順 ３組

1 1-3
2 2-3
3 1-2

４） 試合は全てセルフジャッジとします。
試合中「けいれん」等のための処理時間はとれません。「けいれん」等のため試合を中断した
場合、そのプレイヤーは棄権となります。
試合前の練習は、サービス8本としてください。
試合が終わったら、勝者は、速やかに本部まで結果報告して下さい。
試合規程は、日本テニス協会本年度規程によります。
ただし、Ｔシャツの着用等、一部ローカルルールを採用します。
※ セルフジャッジのため、フットフォルトに充分注意してください。

５） ① 会場内にはゴミ箱の設置がありませんので、各自持ち帰るようにお願いします。
② スポーツ保険に加入の上、試合にご参加ください。

６） 大会への問合せは、
競技運営委員会の携帯(宮澤）：090-6175-4270で対応しています。

７） 北側駐車場の縁石から直接車の出入りと路上駐車をしないようにしてください。

大会注意事項



足利テニス協会
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第45回  両毛テニス大会　　（女子シングルス本戦） 　平成29年11月12日(日)18日（土）
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TCA

29

足利ローン

足利ローン

大泉ナベTC

30

31

MAT

足利ローン

足利みなみ

星野ますみ

リバー

足利ローン

35 大塚　綾子

足利みなみ

RIZU

春山　天花 リバー

17氏家　悦子 KTC

渡邊　真唯 大泉ナベTC16

32 青島いずみ15

33

フリー

小松原　博子 ラヴ・オール

小松崎　夢乃 足利女子高校

14

宮森智美

大橋　亜由美

大貫　葉子 でこや

高橋　紗佳 amigoT.C

恒川　結美 太田女子高校

12

28

10

中島　綾音 足利女子高校 11

齋藤　敦子 amigoT.C

25

岩垂桃香 FAIR WIND

春山　陽子

金敷美由紀 BEST

荘　優月

田巻明日美

小林かほり

24

小堀　美結 足利女子高校

荻原瑠衣 足利ローン

福岡幸江5

佐藤　美枝子 フォールート

平山和美 4

中三川　俊香 ポプラクラブ

出口絵里彩20

大泉ナベTC

足利ローン221

川村　優華 太田レディース 3

生井　未来 大泉ナベTC 2

181落合　真由美 UITC 梅津　華 amigoT.C

足利ローン

9

BAY

8

19

BAY

BAY

BAY

27

BAY

岸　宏子34

出口愛里彩

堀　菜月226



足利テニス協会

12

11藤澤義仁 ダブルベーグル

44 田島　孝悟 佐野サンライズ

419

BAY 10

6

奥山直大 足利ローン

石川　祥 栃木銀行

サンテニス

8

松葉直樹 足利ローン5

Ｈ Ｉ Ｔ

大森拓馬 ＧＴＣＣ

稲見正雄 アウリンテニスクラブ鈴木　渉 ITC

サンテニス小峯　千幸 beark 4

3

13

14 46

第45回  両毛テニス大会　　（男子シングルス本戦） 　平成29年10月22日(日)29日（日）11月18日(日)

高山 禎唯 ビッグツリー 1 33 梅津　京 ＣＴＣ

沢井　研二

若林 克弥

河内良太

43

後藤　隆文

38

40

足利ローン

P.J.D

45

42

福島　崇史

落合　聡

37

35

36

大和秀行

根本　昌幸 Double Nine

矢木田　義人 富士通テニスクラブ

相馬　将紀 ビッグツリー

足利ローン

キマグー

double nine

谷崎悠真

dream

サンテニス

自治医科大学教職員テニスクラブ

32 Ｈ Ｉ Ｔ福田 諒平

62 藤原　正貴

64

津浦　隆之

25

61

30

28

27 宮部　正章

益田 敬明

笠倉一寿

フィナリスタ

60

29

両角 賢一郎

56

59

西村 拓也

ロイヤルTC高松勇輝

HONDA T.C

足利ローン

52

松村智也

HONDA T.C

22

57

53

54

23 55

51

17 49

18

4816

24

19

21

20

BAY 2 34

7 39 BAY

15 47

50 田部谷　正和

BAY

サトウＧＴＣ

江連　雅晴 県庁テニスクラブ 31

BAY

BAY 26 58

G'max

63 BAY

BAY



A1

海老原　亮 北林　優 後藤　英美 順位

1 海老原　亮 P.J.D

2 北林　優 ジャルダン

3 後藤　英美 アキレス

A2

荻谷　健人 春山　友暉 金子正二 順位

4 荻谷　健人 サンテニス

5 春山　友暉 リバー

6 金子正二 足利ローン

B1

藤田　弘幸 吉川　芳孝 市野沢　義之 順位

7 藤田　弘幸 宇都宮テニスクラブ

8 吉川　芳孝 足利みなみ

9 市野沢　義之 みくりやＴＣ

B2

坪井一史 平野　豪 坂入　元基 順位

10 坪井一史 ｄｒｅａｍ

11 平野　豪 佐野サンライズ

12 坂入　元基 リバー

足利テニス協会

第45回  両毛テニス大会　（男子シングルス予選）　平成29年10月22日(日)



足利テニス協会

第45回  両毛テニス大会　（男子シングルス予選）　平成29年10月22日(日)

C1

関根和彦 影山　裕右 時任　朋也 順位

13 関根和彦 ビッグサーズデイ

14 影山　裕右 ラヴ・オール

15 時任　朋也 新潟原動機

C2

正田友則 髙田壱斗 円谷 航大 順位

16 正田友則 ビッグサーズデイ

17 髙田壱斗 足利ローン

18 円谷 航大 文星芸術大学付属高等学校

D1

広瀬慎也 野原　真拓 柴田三千夫 順位

19 広瀬慎也 ｄｒｅａｍ

20 野原　真拓 栃木翔南高校

21 柴田三千夫 足利ローン

D2

柏﨑　秀明 井桁　修 宮坂　徹 順位

22 柏﨑　秀明 リバー

23 井桁　修 みくりやＴＣ

24 宮坂　徹 サンデーTC



足利テニス協会

第45回  両毛テニス大会　（男子シングルス予選）　平成29年10月22日(日)

E1

高村　直人 堀越　基好 松下裕太 順位

25 高村　直人 ビッグツリー

26 堀越　基好 みくりやＴＣ

27 松下裕太 足利ローン

E2

日下田 雄 斉藤善久 岩村　光太郎 順位

28 日下田 雄 エスペランサ

29 斉藤善久 スイート・ピーテニスクラブ

30 岩村　光太郎 サトウＧＴＣ

F1

植竹　徹 大川　伊佐雄 鈴木　貴大 順位

31 植竹　徹 足利ローン

32 大川　伊佐雄 サンデーTC

33 鈴木　貴大 フリー

F2

渡辺　充教 中島　義夫 小松原　亮介 順位

34 渡辺　充教 パワフルテニスクラブ

35 中島　義夫 みくりやＴＣ

36 小松原　亮介 足利工



足利テニス協会

第45回  両毛テニス大会　（男子シングルス予選）　平成29年10月22日(日)

G1

田村憲一 秋山　裕一 山岸敏 順位

37 田村憲一 足利ローン

38 秋山　裕一 リバー

39 山岸敏 Bloom

G2

久保田文一 手塚　修 熊谷元来 順位

40 久保田文一 足利ローン

41 手塚　修 館林ローンテニスクラブ

42 熊谷元来 所属なし

H1

斎藤優斗 石戸力 米川　実 順位

43 斎藤優斗 ダブルベーグル

44 石戸力 Bloom

45 米川　実 チーム坂本

H2

山田 英樹 秋吉　司 福島　寛貴 順位

46 山田 英樹 アズリーダ

47 秋吉　司 みくりやＴＣ

48 福島　寛貴 栃木翔南高校



足利テニス協会

第45回  両毛テニス大会　（男子シングルス予選）　平成29年10月22日(日)

I1

鈴木　和彦 栗原　兼六 横堀　温斗 順位

49 鈴木　和彦 ラヴ・オール

50 栗原　兼六 フリー

51 横堀　温斗 大泉ナベTC

I2

佐藤　慎矢 川島　正巳 青島冬樹 順位

52 佐藤　慎矢 クロスポイント

53 川島　正巳 サンデーTC

54 青島冬樹 フリー

J1

杉山　正博 岡部昭男 髙村　英俊 順位

55 杉山　正博 P.J.D

56 岡部昭男 足利ローン

57 髙村　英俊 Hinata

J2

林　修身 高城　利恭 青木康登 順位

58 林　修身 パワフルテニスクラブ

59 高城　利恭 みくりやＴＣ

60 青木康登 宇都宮テニスクラブ



足利テニス協会

第45回  両毛テニス大会　（男子シングルス予選）　平成29年10月22日(日)

K1

山口 勝 吉田　文彦 立溝令登 順位

61 山口 勝 アズリーダ

62 吉田　文彦 みくりやＴＣ

63 立溝令登 フリー

K2

小島恒巳 村松千朋 渡辺　宙之 順位

64 小島恒巳 足利ローン

65 村松千朋 Bloom

66 渡辺　宙之 サンデーTC

L1

柳　敏幸 永松　昭仁 早乙女　達也 順位

67 柳　敏幸 足利ローン

68 永松　昭仁 ジャルダン

69 早乙女　達也 みくりやＴＣ

L2

柳田　一真 福島裕二 渡辺　快 順位

70 柳田　一真 P.J.D

71 福島裕二 足利ローン

72 渡辺　快 リバー



足利テニス協会

第45回  両毛テニス大会　（男子シングルス予選）　平成29年10月22日(日)

M1

藤倉　俊一 芹澤　千里 佐藤　武晴 順位

73 藤倉　俊一 ラヴ・オール

74 芹澤　千里 ジャルダン

75 佐藤　武晴 佐野市役所

M2

大竹　博文 舘野　颯真 改田敬一 順位

76 大竹　博文 ジャルダン

77 舘野　颯真 栃木翔南高校

78 改田敬一 足利ローン

N1

高久　典昭 田島　基豪 菊地　廉 順位

79 高久　典昭 サンテニス

80 田島　基豪 アキレス

81 菊地　廉 足利ローン

N2

山口　明 篠崎　海斗 金井 耀平 順位

82 山口　明 Double Nine

83 篠崎　海斗 栃木翔南高校

84 金井 耀平 HONDA T.C



足利テニス協会

第45回  両毛テニス大会　（男子シングルス予選）　平成29年10月22日(日)

O1

岸卓也 原　弘 斉藤裕茂 順位

85 岸卓也 エンデバー

86 原　弘 スイート・ピーテニスクラブ

87 斉藤裕茂 VECTOR

O2

大橋　良短 増田治政 三浦敦朗 順位

88 大橋　良短 リバー

89 増田治政 ふぇぶれす

90 三浦敦朗 足利ローン

P1

荘　隆俊 兵藤保彦 関口直也 順位

91 荘　隆俊 新田テニスクラブ

92 兵藤保彦 東太田テニスクラブ

93 関口直也 Bloom

P2

染谷　大志 齊藤　豊人 菊島　基博 順位

94 染谷　大志 G'max

95 齊藤　豊人 新潟原動機

96 菊島　基博 サンデーTC



足利テニス協会

第45回  両毛テニス大会　（男子シングルス予選）　平成29年10月22日(日)

Q1

関　宏隆 松橋桂一郎 角田　知久 順位

97 関　宏隆 ローズTG

98 松橋桂一郎 ふぇぶれす

99 角田　知久 Next

Q2

樋口潤 黒崎　大哉 保田　寿 順位

100 樋口潤 D-staff

101 黒崎　大哉 サトウＧＴＣ

102 保田　寿 ジャルダン

R1

河内　良容 石田良夫 栗原　浩一 順位

103 河内　良容 リバー

104 石田良夫 足利ローン

105 栗原　浩一 太田テニスクラブ

R2

西﨑翔平 村上真章 今　忠勝 順位

106 西﨑翔平 VECTOR

107 村上真章 ダブルベーグル

108 今　忠勝 サンデーTC



足利テニス協会

第45回  両毛テニス大会　（男子シングルス予選）　平成29年10月22日(日)

S1

前原孝雄 柴崎　邦夫 持田　聡 順位

109 前原孝雄 ふぇぶれす

110 柴崎　邦夫 みくりやＴＣ

111 持田　聡 P.J.D

S2

綾目徹也 鈴木　剛俊 石島英明 順位

112 綾目徹也 レモンティー

113 鈴木　剛俊 フリー

114 石島英明 ダブルベーグル

T1

岡崎宙明 田村　純一 御厨　太祐 順位

115 岡崎宙明 SEC

116 田村　純一 みくりやＴＣ

117 御厨　太祐 ふぇぶれす

T2

新井祐介
ソンバット・スリ

ヤチャン
岩木　玲偉 順位

118 新井祐介 足利ローン

119 ソンバット・スリヤチャン みくりやＴＣ

120 岩木　玲偉 栃木翔南高校
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第45回  両毛テニス大会　（男子シングルス予選）　平成29年10月22日(日)

U1

富田　悟郎 長浜　拓 和田　充 順位

121 富田　悟郎 ラヴ・オール

122 長浜　拓 Team HOWDY

123 和田　充 大泉ナベTC

U2

大石　悟 高松　寛行 勝村　友翔 順位

124 大石　悟 東芝那須

125 高松　寛行 サルトビ

126 勝村　友翔 サトウＧＴＣ

V1

荘　隆二 小松原富茂次 丹羽　孝明 順位

127 荘　隆二 足利工業大学付属高校

128 小松原富茂次 サンデーTC

129 丹羽　孝明 チームＵ＆Ｔ

V2

湯原　悠登 住吉　晃 高橋　知也 順位

130 湯原　悠登 サトウＧＴＣ

131 住吉　晃 ふぇぶれす

132 高橋　知也 栃木翔南高校



足利テニス協会

加藤　貴哉 鹿沼市役所 石川　祥 栃木銀行
関野　将司 佐野サンライズ 藤城　俊 栃木銀行

柳　敏幸 足利ローン 山田 英樹 アズリーダ
金子正二 足利ローン 山口 勝 アズリーダ

寺内　直樹 ロイヤルテニスクラブ 春山　友暉 リバー
沢田石　健仁 Bloom 久保田　大貴 リバー

戸松　博 SＢＴＣ 藤澤義仁 ダブルベーグル

岡本　隆志 SＢＴＣ 古森健太 ダブルベーグル

斉藤裕茂 VECTOR 堀越　浩幸 みくりやＴＣ
西﨑翔平 VECTOR 吉田　文彦 みくりやＴＣ

松下裕太 足利ローン 益子　将 NAO
小林竜也 足利ローン 川瀬  勇輝　 NAO

中村　公星 ﾛｲﾔﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 藤澤 柾輝 Ｈ Ｉ Ｔ
渡邊　隆典 ＲＩＺＵ 岩渕 光生 Ｈ Ｉ Ｔ

小泉　修 NAO 三橋　　航 クロスポイント

石田　裕也 NAO 松原　祐太 クロスポイント

若林 克弥 Ｈ Ｉ Ｔ 益田敬明 Double nine
榎元 隆 ビッグツリー 池村京之介

自治医科大学教職員テニスクラブ

大和秀行 足利ローン 久保田桂輔 足利ローン
星野翔吾 ＲＳＴ 去田　巧 ラヴ・オール

小峯　千幸 beark 中島　善夫 みくりやＴＣ
附田　昌大 beark 影山　祐右 ラヴ・オール

鈴木 和彦 ラヴ・オール 高村　裕 Double Nine
田嶋　光央 館林ローン 服部　宏史 カフェオレ

中島　洋一 ジャルダン 大久保 賢志 TFCインドア
北林　優 ジャルダン 日下田 雄 エスペランサ

綾目徹也 レモンティー 小林竜太 足利ローン
北澤良 レモンティー 大久保達彦 足利ローン

前田忍 ダブルベーグル 堀越　基好 みくりやＴＣ
石島英明 ダブルベーグル 高際　達也 みくりやＴＣ

松橋桂一郎 ふぇぶれす 山岸敏 Bloom
御厨　太祐 ふぇぶれす 石戸力 Bloom

宮澤保志 足利ローン 両角 賢一郎 HONDA T.C
松村智也 足利ローン 西村 拓也 HONDA T.C

小川　誠 FTS 石塚　智也 NAO
小竹　俊行 ラヴ・オール 鈴木　俊佑 Double Nine

須田俊行 カフェ・オレ 尾崎大海 足利ローン
吉原卓未 カフェ・オレ 小松原亮介 足利工業高校

佐藤　慎矢 クロスポイント 久保田文一 足利ローン
橋本　　樹 ＶＯＸ 渡辺泰生 足利ローン

柴崎　邦夫 みくりやＴＣ 石塚　義成 YAZIES
井桁　修 みくりやＴＣ 田島　孝悟 佐野サンライズ

江田　真一 足利ｸﾞﾘｰﾝ 正田友則 ビッグサーズデイ

重松　克也 足利ｸﾞﾘｰﾝ 笠原空也 ＲＥＤ　ＷＯＯＤ

市野沢　義行 みくりやＴＣ 改田敬一 足利ローン
田村　純一 みくりやＴＣ 岡部昭男 足利ローン

菊地　廉 足利ローン 角田　知久 Next
立溝令登 フリー 折原　正亮 G‘Max

藤倉　俊一 ラヴ・オール 真尾匠一 足利ローン
近藤　敬介 ラヴ・オール 松葉直樹 足利ローン

田島　基豪 アキレス 笠倉一寿 dream
田部井　究也 足利ローン 廣田晴紀 dream

船越 厚至 後藤テニスクラブ親園 坂原　学 足利ローン
太田 和則 後藤テニスクラブ親園 斎藤　聡 ラヴ・オール

荒井哲也 レモンティー 渋谷一平 キマグー
岡田遥平 レモンティー 米山裕弥 キマグー

梅津　京 ＣＴＣ 植竹　徹 足利ローン
多部田　丈予 ＣＴＣ 田村憲一 足利ローン

ソンバット・スリヤチャン みくりやＴＣ 秋吉　司 みくりやＴＣ
千保木　健一 みくりやＴＣ 丹羽　孝明 チームＵ＆Ｔ

荒巻克明 足利ローン 和田　充 大泉ナベTC
亀田飛翔 フリー 阪本　隆 大泉ナベTC

高田　和男 ふぇぶれす 柳田　一真 P.J.D
菊地　廣光 ふぇぶれす 後藤　隆文 P.J.D

野口　将矢 リバー 吉川典男 ウィンディ
出井　統 リバー 篠原邦嘉 River

鈴木　渉 ITC 奥山直大 足利ローン
升田　貴之 ITC 河内良太 足利ローン
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足利テニス協会

齋藤　敦子 amigoT.C 中川　尚子 サンテニス
三笠　陽子 ラフィエスタ 大島　文子 サンテニス

出口愛里彩 大泉ナベTC 小堀　美結 足利女子高校
出口絵里彩 大泉ナベTC 中島　綾音 足利女子高校

松崎靖子 RISING  重松千恵子 エースアカデミー

堀　美奈 RISING  瀬野玉江 サタデー

田巻明日美 足利ローン 山口　景子 キリウ
松本桂子 足利みなみ 大塚　裕子 キリウ

BAY 遠藤　律子 足利みなみ
中三川　俊香 ポプラ

福岡幸江 足利ローン 松本　恭子 クロスポイント
赤坂小百合 足利みなみ 野本　淳子 アドバンテージ

森川由美子 足利ローン 和久　有里 TEAM　HOWDY
小林かほり 足利ローン 野中　かな江 TOKI

高澤　千恵子 足利みなみ 山澤美穂乃 足利ローン
久保田　和希子 足利みなみ 安藤純子 足利ローン

塚原ひとみ VOX 柊木 卓子 ラヴ・オール
五味泉 VOX 氏家　悦子 ＫＴＣ

春山　理枝子 足利みなみ 大関　和代 クロスポイント
春山　陽子 足利みなみ 小高　直子 ラベンダー

星野ますみ 足利ローン 石塚　美恵 HIT
梅原久代 一筆 渡邊　千鶴 RIZU

藤江　喜恵子 クールライフスポーツ 菅野　喜久江 RIZU
鍵山　博子 サンテニス 藤田　元 みはらレディース

野澤　英恵 コマツレディース 落合　真由美 UITC
戸倉　香奈恵 ローズTG 佐藤　美枝子 フォールート

韮塚　洋子 リバー 宮　幸子 amigoT.C
神田　典子 コマツTC 高橋　紗佳 amigoT.C

阿部　加代子 足利みなみ 小野　由美子 BURJ
小林　美佐子 スイートピー 岡本　恵子 ACE！

堀　菜月 足利ローン 正田和子 笠懸テニスクラブ

荻原瑠衣 足利ローン 園田恵子 笠懸テニスクラブ

小嶋　栄美 RIZU 大塚　照子 真岡STC
鈴木　満里子 RIZU 若林　真由美 真岡STC

沖田　恵子 RIZU 藤田　直美 amigoT.C
飯島　正子 コマツレディース 梅津　華 amigoT.C

市川　敦子 みかも山GTC 鈴木 貴子 ラヴ・オール
福井　寿美子 みかも山GTC 久住 真里子 ラヴ・オール

岸　喜世子 サンライズ 築井花恵 ダブルベーグル

國分　文子 ＢＵＲＪ 高松和 ダブルベーグル

永澤　木の実 太田レディース 白石　静代 BURJ
大沢　智子 サンクテニスクラブ 山﨑　美奈子 ﾀﾑﾗﾃﾆｽｶﾚｯｼﾞ

田島章子 足利ローン 遠藤　ひとみ KTC
小松原博子 ラヴ・オール 島貫　舞 アップルTT

根岸　典子 太田レディース 藤澤　真由美 キリウ
草川　有里子 太田レディース 辻岡　千恵子 １５ＴＩ

滝川　君代 クールライフスポーツ 宮川　宣子 ローズTG
飯塚　朋美 サンテニス 稲川　紀子 真岡STC
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