
第 50 回水曜会高校招待記念大会 

第 50 回記念大会のため参加校は全県、 種目は男女個人戦です。

平成 28 年 8 月 5 日  高崎上並榎テニスコート

主催  高崎水曜テニス会

後援  ヨネックス株式会社
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上井・永倉 (桐生)

  岡田・新井 (館林)

篠原・馬場 (渋川)

角田・野口 (安中総)

杉田・関端 (高工)

片山・堤   (沼田)

多胡・石田 (高崎)

鈴木・小山 (館林)
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町田・矢田部 (高女)

森川・小池美 (高北)

須田・高橋 (渋女)

山田・上原 (農二)

儘田・大澤 (高女)

三浦・吉澤 (農二)

小間・治田 (富東)

富田・安海 (高女)
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男子の部
優勝
多胡 ・石田  組 (高崎高校)
準優勝
上井 ・永倉  組 (桐生高校)
第３位
杉田 ・関端  組 (高崎工業高校)
角田 ・野口  組 (安中総合高校)

女子の部
優勝
町田 ・矢田部  組 (高崎女子高校)
準優勝
儘田 ・大澤  組 (高崎女子高校)
第３位
須田 ・高橋  組 (渋川女子高校)
富田 ・安海  組 (高崎女子高校)
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準々決勝から

準々決勝から



●２年男子 ●１年男子 ●２年女子 ●１年女子

1 (S42)清水・柳沢（高商） 新井・細野（高崎） 1 (S42)黒沢・深堀（高女）                      橋本・北沢（高市女）                      

2 (S43)清水・細野（高崎） 新井・佐藤（高崎） 2 (S43)久米・高橋（高女） 高橋・大沢（高短付）

3 (S44)鈴木・茂木（高工） 鈴木・西原（高工） 3 (S44)藤倉・山本（高市女） 笠原・村松（高市女）

4 (S45)鈴木・七五三木（高工）中坪・原（高崎） 4 (S45)笠原・大沢（市女・高女） 関口・荒木（　〃　）

5 (S46)入野・山口（高商） 市川・田中（高工） 5 (S46) 林・岡野（　〃　）

6 (S47)高田・森口（高工） 松井・小野（高商） 6 (S47)林・岡野（高市女） 桜沢・松下（　〃　）

7 (S48)飯野・茂原（農二） 戸鹿野・島田（高崎） 7 (S48)武内・冬木（高女） 中里・内林（　〃　）

8 (S49)石井・水野（高商） 小野里・吉益（農二） 8 (S49)関口・小林（高市女） 浦部・桜林（高短付）

9 (S50)加藤・荒舘（農二） 大熊・小出（高商） 9 (S50)徳江・中山（高女） 林・湯浅（農二）

10 (S51)青木・伊藤（ 〃 ） 和田・武野（中央） 10 (S51)飯塚・石原（高市女） 富沢・高瀬（高市女）

11 (S52)吉井・新井（高工） 斎藤・長岡（吉井） 11 (S52)田子・松本（　〃　） 藤田・桜井（農二）

12 (S53)斎藤・長岡（吉井） 鈴木・輿石（農二） 12 (S53)藤田・荒巻（農二） 岩田・原田（高短付）

13 (S54)高瀬・宮崎（農二） 木村・小池（〃　） 13 (S54)佐藤・丸山（高短付） 下田・松村（　〃　）

14 (S55)木村・小池（〃　） 渡辺・斎藤（〃　） 14 (S55)福田・工藤（農二） 荻野・植原（農二）

15 (S56)渡辺・斎藤（〃　） 玉木・河村（〃　） 15 (S56)青木・柴田（高市女） 河野・吉野（高市女）

16 (S57)佐藤・小島（〃　） 秦・増野（高商） 16 (S57)北川・山田（　〃　） 管家・中嶋（農二）

17 (S58)萩原・笹野（中央） 木暮・大河原（高商） 17 (S58)木村・黒沢（群女付） 宮沢・尾股（〃　）

18 (S59)宮下・高橋（高工） 浦野・清水（高工） 18 (S59)嶋方・大塚（農二） 萩原・小池（〃　）

19 (S60)高橋・鳥屋（農二） 鈴木・内田（農二） 19 (S60)木村・柿田（群女付） 古沢・小島（藤女）

20 (S61)20周年記念大会　　鈴木・内田（農二） 20 (S61)20周年記念大会　　八木・忰田（農二）

21 (S62)日野原・滝沢（中央） 斉田・中島（農二） 21 (S62)宮越・小林（群女付） 鈴木・本橋（群女付）

22 (S63)岡部・富沢（高崎） 白田・八代（高商） 22 (S63)和智・川井（　〃　） 吉田・小倉（　〃　）

23 (H 1)関谷・中野（吉井） 富田・下山（農二） 23 (H 1)山口・伝田（　〃　） 深山・依田（　〃　）

24 (H 2)吉井・芝塚(富岡) 萩原・塚原（〃　） 24 (H 2)小池・伊坪（　〃　） 大島・佐藤（　〃　）

25 (H 3)掃部・田胡（農二） 奈良・千明（高商） 25 (H 3)田中・梅本（高市女） 武井・小林（農二）

26 (H 4)矢島・松本（中央） 佐藤・入山（高工） 26 (H 4)村上・荒又（農二） 丸山・大谷（高女）

27 (H 5)大谷・小泉（農二） 篠原・春日（高工） 27 (H 5)丸山・大谷（高女） 大澤・江原（ 〃 ）

28 (H 6)内田・桜井（ 〃 ） 野村・小野（ 〃 ） 28 (H 6)大澤・江原（ 〃 ） 福田・小林（高北）　

29 (H 7)小板橋・片貝（高崎） 島崎・関口（農二） 29 (H 7)高橋・水野（農二） 大井・瀧野（高女）

30 (H 8)八代・石川(農二) 関口・金子(農二) 30 (H 8)池田・清水(農二) 福島・小島(農二)

31 (H 9)八代・金子(農二) 後藤・星野(農二) 31 (H 9)福田・橋爪(高北) 川浦・遠藤(高女)

32 (H10)飯塚・大崎(高崎) 設楽・深谷(農二) 32 (H10)三澤・荻野(農二) 小柴・新井(高北)

33 (H11)岩佐・山口(高崎) 篠原・福田(農二) 33 (H11)佐藤・今井(高女) 竹内・塚越(農二)

34 (H12)大林・小佐野(高崎) 本多・茂木 (高北) 34 (H12)宮下・萩原(高女) 後藤・小池 (農二)

35 (H13)富所・柿沼(高崎) 山下・清水(農二) 35 (H13)丸山・加藤(高女) 浅田・後藤(農二)

36 (H14)徳安･丸岡(高崎) 根岸･長野(高崎) 36 (H14)佐藤･高橋(健大高崎) 古宮･掛端(健大高崎)

37 (H15)松本･杉山(高北) 樋口･宿原(高北) 37 (H15)武井･桑原(高北) 中戸川･荻野(吉井)

38 (H16)今林･村上(高崎) 山口･佐藤(高崎) 38 (H16)中澤･木暮(高商) 高井･増田(高女)

39 (H17)山口・佐藤(高崎) 中川・秋山(高崎) 39 (H17)佐藤・小野(高北) 小林・関根(農二)

40 (H18)40周年記念大会　　及川・斉藤（前商） 40 (H18)40周年記念大会　　増田・佐藤（農二）

41 (H19)田村･角 (高商) 関根･斉藤(高商) 41 (H19)高橋･松沢(高商) 佐藤･小林(農二)

42 雨天中止 42 雨天中止

43 (H21)袋瀬･斉藤(吉井) 田野内･南條(高商) 43 (H21)峯岸･高橋(農二) 橋爪･高坂(高女)

44 (H22)田野内･南條(高商) 吉田・戸塚組(農二) 44 (H22)清水・高橋(農二) 関根・佐藤(高商)

45 (H23)森田･高橋(高崎) 生方･小板橋(高崎) 45 (H23)阿久津･田端(農二) 柴田･古川(高女)

46 (H24)大澤 知･安藤(農二) 高橋･大村(健大) 46 (H24)川和･新井(農二) 藤間･高津(農二)

47 (H25)小板橋･倉又(高崎) 黒澤･土屋(高経付) 47 (H25)横尾･塩原(高商) 佐藤･速水(高商)

48 (H26)長壁･桑原(健大高) 阿部･星野(高北) 48 (H26)佐藤･斉藤(高商) 新井･近藤(高女)

49 (H27)工藤・新村(農二) 田島・髙橋(高商) 49 (H27)富田・矢田部(高女) 町田・安海(高女)
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