
　1／3 R3/3/20 令和２年度事業報告〔県内大会関係〕 群馬県ソフトテニス連盟

月 日 事　　業　　名 種　別 会場 参加数 １位 ２位 ３位 ３位

12 群馬県ソフトテニス春季大会 ALSOK 新型コロナウイルスにより中止

19 関東小学生低学年の部県予選 藤岡庚申山 新型コロナウイルスにより本大会中止のため中止

26 第54回近県選抜都市対抗大会 館林城沼 新型コロナウイルスにより中止

3 全日本小学生大会県予選 前橋総合 新型コロナウイルスにより本大会中止のため中止

5 県実業団選手権大会兼全実予選 赤堀 新型コロナウイルスにより本大会中止のため中止

12 全日本レディース決勝大会県予選 上並榎 新型コロナウイルスにより本大会中止のため中止
6･7･21 国体県予選・選考会 県営敷島 新型コロナウイルスにより本大会中止のため中止

7 日本スポーツマスターズ県予選 県営敷島 新型コロナウイルスにより本大会中止のため中止

12 全日本選手権大会県予選 桐生相生 新型コロナウイルスにより本大会中止のため中止

24 全日本社会人大会県予選 県営敷島 新型コロナウイルスにより本大会中止のため中止とし、県35・45・シニア男子大会を日程変更し開催

３５(４５含) 5 鳰原・村上（子持クラブ・太田クラブ） 八代・岡部（藤岡クラブ・玉村クラブ） 齊藤・柿沼（高崎クラブ）

ｼﾆｱ50(55含) 4 諏訪・原田(藤岡ｸﾗﾌﾞ･碓氷安中ｸﾗﾌﾞ) 佐藤・小島（新町クラブ） 伊藤・小野(玉村ｸﾗﾌﾞ･高崎中央ｸﾗﾌﾞ)

シニア６０ 6 染谷・福田（群馬町クラブ） 池田・高橋（前橋クラブ） 堀越･小林（ｵﾘｵﾝ精工･桐生ｸﾗﾌﾞ）

シニア６５ 3 森島･須藤（ｵﾘｵﾝ精工･箕郷ｸﾗﾌﾞ） 須田･星野（渋川クラブ･桐生クラブ） 西･細川（箕郷クラブ）

ｼﾆｱ70(75含) 6 天田･狩野(高崎中央ｸﾗﾌﾞ･群馬町ｸﾗﾌﾞ) 関口･佐藤（前橋クラブ･子持クラブ） 高橋･藤田（伊勢崎ｸﾗﾌﾞ･前橋ｸﾗﾌﾞ）

2 沼田祭親善大会 沼田 新型コロナウイルスにより中止

9 県小学生総合体育大会 前橋総合 新型コロナウイルスにより中止

男子３０才未満 21 関口・岩﨑（碓氷安中クラブ） 桑原・須藤（ＯＫＩ・碓氷安中クラブ） 黛・中島（子持クラブ・Ｌｉｂｅｒｔｙ）

男子３０才代 13 原・間渕（碓氷安中クラブ） 熊谷･阿部(太田庭球ｸﾗﾌﾞ･伊勢崎ｸﾗﾌﾞ) 木元・山中（桐生クラブ）

男子５０才代 5 佐藤・小島（新町クラブ） 諏訪・原田(藤岡ｸﾗﾌﾞ･碓氷安中ｸﾗﾌﾞ) 伊藤･多賀谷(玉村クラブ)

男子６０才代 7 須田・星野（渋川クラブ･桐生クラブ） 森島･須藤（オリオン精工･箕郷ｸﾗﾌﾞ） 西・小池（箕郷クラブ）

男子７０才代 7 田中・阿部（藤岡クラブ･吉井クラブ） 林・飯塚（高崎中央ｸﾗﾌﾞ・吉岡ｸﾗﾌﾞ） 関口･佐藤(前橋クラブ･子持クラブ)

女子30才未満(30含) 4 原野・坂東（Palaistra） 佐藤・河田(碓氷安中ｸﾗﾌﾞ･Ｐａｌａｉｓｔｒａ) 関口・市川(碓氷安中ｸﾗﾌﾞ･藤岡ｸﾗﾌﾞ)

女子４０才代 4 後藤･鈴木(子持ｸﾗﾌﾞ･伊勢崎ｽﾀｰｷﾝｸﾞ) 中島･神宮（群馬町ｸﾗﾌﾞ・甘楽ｸﾗﾌﾞ） 蓮見･松本（館林クラブ）

女子５０才代 4 松本･松場(伊勢崎婦人ｸﾗﾌﾞ･伊勢崎ｸﾗﾌﾞ) 前原･根岸（館林クラブ） 滝川・佐藤（新町クラブ）

女子６０才代 8 狩野・坂井（渋川ｸﾗﾌﾞ･中之条ｸﾗﾌﾞ） 柴田･森島(伊勢崎婦人ｸﾗﾌﾞ･桐生ｸﾗﾌﾞ) 内田・高橋（碓氷安中クラブ）

女子７０才代 3 吉澤･古川（伊勢崎ｸﾗﾌﾞ･桐生ｸﾗﾌﾞ） 関・高野(碓氷安中クラブ･前橋クラブ) 百瀬・萩原（高崎中央ｸﾗﾌﾞ・沼田ｸﾗﾌﾞ）

5･6 県下親善支部対抗四万温泉大会 四万温泉 新型コロナウイルスにより中止

４年生男子 25 井澤・中山（スマイリーSTC） 宮川・原田（スマイリーSTC） 六本木・白石（あかぼりＪST） 浦野・宮下（榛名ｼﾞｭﾆｱ･高崎JTC）

５年生男子 27 井上・高橋（スマイリーSTC） 百澤･小竹(T-ﾌｫｰｽ･あかぼりＪＳＴ) 室谷・鈴木（新町JTC） 土屋・本多（前橋JTC）

６年生男子 41 原田・牧野（スマイリーSTC） 佐々木･齊藤(水上ｽﾎﾟ少･群馬町ＪＴＣ) 小林・小金澤(前橋JTC･甘楽町ｼﾞｭﾆｱ) 鈴木・山本（箕郷スポ少）

４年生女子 36 今井・石倉（あかぼりＪST） 関根・清水（あかぼりＪST） 森平・安田(甘楽町ｼﾞｭﾆｱ・伊勢崎ﾌﾚﾝｽﾞ) 薗田・五十嵐（あかぼりＪST）

５年生女子 36 深井・中嶋（スマイリーSTC） 井上・山口（スマイリーSTC） 永田・梶間（前橋JTC） 川村・角谷（おおたＳＡＪ）

６年生女子 38 村上・福地（伊勢崎フレンズ） 髙山・金子（スマイリーSTC） 六本木・舩越（あかぼりＪST） 新井・樋口（箕郷スポ少）

5/17
↓

7/24

上並榎
↓

県営
敷島

群馬県小学生
ソフトテニス交流大会
〔コロナ代替大会〕

第5回
群馬県(春季)35・45・シニア男子
ソフトテニス大会

上並榎

群馬町

5
・
6

16
第37回 県民スポーツ祭
第52回
群馬県年齢別ソフトテニス大会

県営
敷島

9

4

5

6

7

8



　2／3 R3/3/20 令和２年度事業報告〔県内大会関係〕 群馬県ソフトテニス連盟

月 日 事　　業　　名 種　別 会場 参加数 １位 ２位 ３位 ３位

小学４年生男子 23 宮川・中山（スマイリーSTC） 井澤・原田（スマイリーSTC） 六本木・白石（あかぼりＪST） 青木・山下(北軽井沢ｸﾗﾌﾞ･渋川ｽﾎﾟ少)

小学５年生男子 26 渡邊・高徳(甘楽町ジュニア) 百澤・小竹（あかぼりＪＳＴ） 大河原・戸丸（川場村スポ少） 室谷・鈴木（新町JTC）

小学６年生男子 37 原田・牧野（スマイリーSTC） 佐々木･齊藤(水上ｽﾎﾟ少･群馬町ＪＴＣ) 伊藤・丸山(榛名ｼﾞｭﾆｱ･甘楽町ｼﾞｭﾆｱ) 小林・小金澤(前橋JTC･甘楽町ｼﾞｭﾆｱ)

中学生男子 42 牧野・片貝（スマイリーSTC・前橋JTC） 鳴海・常見(ｽﾏｲﾘｰSTC・あかぼりJST) 室谷・木崎（新町JTC） 齋藤・星野（箕郷スポ少）

小学４年生女子 36 今井・石倉（あかぼりＪST） 薗田・五十嵐（あかぼりＪST） 森平・安田(甘楽町ｼﾞｭﾆｱ・伊勢崎ﾌﾚﾝｽﾞ) 深井・中嶋（スマイリーSTC）

小学５年生女子 35 井上・山口（スマイリーSTC） 川村・角谷（おおたＳＡＪ） 井野口・横田（館林スポ少） 小林・三代(群馬町JTC・川場村ｽﾎﾟ少)

小学６年生女子 38 髙山・金子（スマイリーSTC） 小池・丸山（箕郷スポ少） 酒井・五十嵐（あかぼりＪST） 青木・小林(北軽井沢ｸﾗﾌﾞ･川場村ｽﾎﾟ少)

中学生女子 65

上級 4 鈴木・荻野（Palaistra） 川端・手島(Palaistra・伊勢崎ｽﾀｰｷﾝｸﾞ) 児島・星（Palaistra）

中級 3 中島･神宮（群馬町ｸﾗﾌﾞ・甘楽ｸﾗﾌﾞ） 福田・植木（前橋クラブ） 安田・森住（前橋クラブ）

初級 7 池田・丸山（前橋クラブ・箕郷クラブ） 内田・平賀（新町クラブ） 宮下･小林（伊勢崎婦人クラブ）

45､シニア50 3 寺島･金井（群馬町クラブ） 松本･松場(伊勢崎婦人ｸﾗﾌﾞ･伊勢崎ｸﾗﾌﾞ) 蓮見･松本（館林クラブ）

シニア55 4 北爪･荒関（前橋ｸﾗﾌﾞ･高崎中央ｸﾗﾌﾞ） 前原・根岸（館林クラブ） 滝川･佐藤（新町クラブ）

シニア60 4 狩野・坂井（渋川ｸﾗﾌﾞ･中之条ｸﾗﾌﾞ） 柳井・小島（桐生クラブ） 松原･河内（館林クラブ・甘楽クラブ）

シニア65 8 柴田・森島(伊勢崎婦人ｸﾗﾌﾞ･桐生ｸﾗﾌﾞ) 田島・中島（境クラブ） 増田･高橋（館林ｸﾗﾌﾞ･碓氷安中ｸﾗﾌﾞ）

シニア70 5 吉澤･古川（伊勢崎ｸﾗﾌﾞ･桐生ｸﾗﾌﾞ） 大塚・百瀬（高崎中央クラブ） 高城・金子（伊勢崎ｸﾗﾌﾞ･桐生ｸﾗﾌﾞ）

男子 84 飯塚・星（沼田クラブ・伊勢崎クラブ） 相田・髙城（ＯＫＩ・日本体育大学） 熊谷･阿部(太田庭球ｸﾗﾌﾞ･伊勢崎ｸﾗﾌﾞ) 関口・小林（碓氷安中クラブ）

女子 55 原野・坂東（Palaistra） 坂本・坂本（桐生クラブ） 中村・上原（Palaistra） 村上・下田（富士見中学校）

４年生男子 27 井澤・中山（スマイリーSTC） 宮川・原田（スマイリーSTC） 浦野・宮下（榛名ｼﾞｭﾆｱ･高崎JTC） 六本木・白石（あかぼりＪST）

５年生男子 27 大河原・戸丸（川場村スポ少） 百澤･小竹(T-ﾌｫｰｽ･あかぼりＪＳＴ) 渡邊・高徳（甘楽町ジュニア） 室谷・鈴木（新町JTC）

６年生男子 42 原田・牧野（スマイリーSTC） 佐々木･齊藤(水上ｽﾎﾟ少･群馬町ＪＴＣ) 小林・小金澤(前橋JTC･甘楽町ｼﾞｭﾆｱ) 伊藤・丸山(榛名ｼﾞｭﾆｱ･甘楽町ｼﾞｭﾆｱ)

４年生女子 37 今井・石倉（あかぼりＪST） 深井・中嶋（スマイリーSTC） 大塚・石井(箕郷ｽﾎﾟ少・川場村ｽﾎﾟ少) 森平・安田(甘楽町ｼﾞｭﾆｱ・伊勢崎ﾌﾚﾝｽﾞ)

５年生女子 36 永田・梶間（前橋JTC） 深井・中嶋（スマイリーSTC） 井上・山口（スマイリーSTC） 川村・角谷（おおたＳＡＪ）

６年生女子 40 村上・福地（伊勢崎フレンズ） 六本木・舩越（あかぼりＪST） 青木・小林(北軽井沢ｸﾗﾌﾞ･川場村ｽﾎﾟ少) 小池・丸山（箕郷スポ少）

男子 106 岩﨑・須藤（碓氷安中クラブ） 相田・中島（ＯＫＩ・Ｌｉｂｅｒｔｙ） 吉岡・小林（健大高崎高校） 熊谷･阿部(太田庭球ｸﾗﾌﾞ･伊勢崎ｸﾗﾌﾞ)

女子 55 原野・坂東（Palaistra） 佐藤・河田(碓氷安中ｸﾗﾌﾞ･Ｐａｌａｉｓｔｒａ) 佐藤・服部（桂萱中学校） 田村・川端（健大高崎高校）

1 ソフトテニス週間普及活動イベント 小学生 沼田 40

7 第１回 審判講習会 新規・更新 　県スポ→伊香保新規 ３ 名、更新 ３０ 名

一般 15 原野・後藤（Palaistra・碓氷安中ｸﾗﾌﾞ） 飯塚・坂本（沼田クラブ･桐生クラブ） 星・早川（伊勢崎クラブ・Palaistra）

３５(４５含) 9 大久保・熊谷(Palaistra・太田庭球ｸﾗﾌﾞ) 児島・川端(太田庭球ｸﾗﾌﾞ・Palaistra) 関口・岡部(太田庭球ｸﾗﾌﾞ・玉村ｸﾗﾌﾞ)

シニア50(55含) 5 滝川・乾（新町クラブ・ＯＫＩ） 原田･北爪(碓氷安中ｸﾗﾌﾞ･前橋ｸﾗﾌﾞ) 佐藤・佐藤（新町クラブ）

シニア６０ 3 長野・福田（箕郷ｸﾗﾌﾞ・群馬町ｸﾗﾌﾞ） 池田・渡辺（前橋クラブ） 阿久津・高橋（前橋クラブ）

シニア６５ 6 高橋･松本（碓氷安中クラブ） 内田･宮下(碓氷安中ｸﾗﾌﾞ・吉井ｸﾗﾌﾞ) 池田・須藤（前橋クラブ・箕郷クラブ）

シニア７０ 7 山森･金子（桐生クラブ） 高橋･古川（伊勢崎ｸﾗﾌﾞ･桐生ｸﾗﾌﾞ） 天田・小川（高崎中央クラブ）

男子 95 野本　凌生（並榎中学校） 石原　圭祐（並榎中学校） 小野　優雅（並榎中学校） 須藤　里進（渋川中学校）

女子 43 佐藤　心美（桂萱中学校） 高徳　梨々愛（群馬中央中学校） 清水　春香（箕郷中学校） 花見　楓香（桂萱中学校）

男子 19 スマイリーＳＴＣ 群馬町ＪＴＣ 前橋ＪＴＣ 高崎ＳＫＹ

女子 18 スマイリーＳＴＣ あかぼりＪＳＴ 箕郷スポ少 伊勢崎フレンズ

県営
敷島

14
日本連盟愛好者増加対策事業
第6回 群馬県中学3年生
シングルスソフトテニス大会

第17回 群馬県小学生
ソフトテニス団体戦大会

ALSOK
↓

上並榎

18 群馬県ソフトテニス選手権大会 上並榎

6/14
↓

11/8

第27回
群馬県ソフトテニスミックス大会

渋川
9/27
11/1

第75回
佐藤次郎杯争奪ソフトテニス大会

第38回 群馬県小学生
ソフトテニス研修大会

前橋総合
Ｇスポーツ

伊勢崎
華蔵寺

↓
赤堀

10/17
↓

11/15

〔時間制限で決勝トーナメント途中で終了〕　※小学生４年生以下の部は決勝戦なしのため、中学生男子の部は時間制限のため、両ペアを優勝

群馬県スポーツ少年団主催大会

第35回
群馬県スポーツ少年団
ソフトテニス交流大会

21
・
22

ＡＬＳＯＫ
ぐんま

・
県営
敷島

25

群馬県レディース
ソフトテニス選手権大会

上並榎4

9

11

10
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月 日 事　　業　　名 種　別 会場 参加数 １位 ２位 ３位 ３位

男子３５(４５含) 10 熊谷・櫻井(太田庭球ｸﾗﾌﾞ･碓氷安中ｸﾗﾌﾞ) 児島・三浦（太田庭球クラブ・ＯＫＩ） 塚越・間渕（碓氷安中クラブ）

シニア男子５０ 4 今泉・鈴木(太田庭球ｸﾗﾌﾞ･高崎中央ｸﾗﾌﾞ) 鳰原・園田（子持クラブ・桐生クラブ） 須藤･乾（高崎中央クラブ・ＯＫＩ）

シニア男子５５ 5 佐藤・小島（新町クラブ） 諏訪･原田（藤岡ｸﾗﾌﾞ･碓氷安中ｸﾗﾌﾞ） 木元・今井（桐生クラブ）

シニア男子６０ 5 池田・高橋（前橋クラブ） 金子・上山（桐生クラブ） 堀越･小林（ｵﾘｵﾝ精工･桐生ｸﾗﾌﾞ）

シニア男子６５ 6 染谷・福田（群馬町クラブ） 石川･金田（前橋クラブ･沼田クラブ） 宮下･松本（吉井ｸﾗﾌﾞ･碓氷安中ｸﾗﾌﾞ）

シニア男子70(75含) 7 須田・星野（渋川クラブ･桐生クラブ） 高橋･藤田（伊勢崎ｸﾗﾌﾞ･前橋ｸﾗﾌﾞ） 林・飯塚（高崎中央ｸﾗﾌﾞ･吉岡ｸﾗﾌﾞ）

シニア女子45(50含) 6 中島・関口(群馬町ｸﾗﾌﾞ・太田庭球ｸﾗﾌﾞ) 寺島・金井（群馬町クラブ） 神宮･鈴木(甘楽ｸﾗﾌﾞ･伊勢崎ｽﾀｰｷﾝｸﾞ)

シニア女子５５ 4 前原・根岸（館林クラブ） 松本･松場(伊勢崎婦人ｸﾗﾌﾞ･伊勢崎ｸﾗﾌﾞ) 苅部・長野（新町クラブ・箕郷クラブ）

シニア女子６０ 4 北爪･荒関（前橋ｸﾗﾌﾞ･高崎中央ｸﾗﾌﾞ） 狩野・坂井（渋川ｸﾗﾌﾞ･中之条ｸﾗﾌﾞ） 松原・河内（館林クラブ･甘楽クラブ）

シニア女子６５ 8 井伊･岩田（高崎中央クラブ） 高野・石田（前橋クラブ） 阿久津･高橋(前橋ｸﾗﾌﾞ･碓氷安中ｸﾗﾌﾞ)

シニア女子70(75含) 7 吉澤･古川（伊勢崎ｸﾗﾌﾞ･桐生ｸﾗﾌﾞ） 大塚・唯野（高崎中央クラブ） 増田・百瀬(館林ｸﾗﾌﾞ・高崎中央ｸﾗﾌﾞ)

男子 45 牧野　穂（スマイリーSTC） 小林　純大（前橋ＪＴＣ） 齊藤　慧伸（群馬町ジュニア） 原田　有（スマイリーSTC）

女子 43 舩越　亜美（あかぼりＪＳＴ） 髙山　果歩（スマイリーSTC） 小池　ありさ（箕郷スポ少） 福地　奈津美（伊勢崎フレンズ）

男子 54 髙城　直弥（日本体育大学） 相内　翔琉（前橋商業高校） 中島　優平（Ｌｉｂｅｒｔｙ） 工藤　可惟（東北福祉大学）

女子 18 佐藤　心美（桂萱中学校） 関口　華（赤堀中学校） 坂本　今日香（桐生クラブ） 星野　葉潤（健大高崎高校）

Ａクラス 19 碓氷安中クラブＢ 碓氷安中クラブＡ 子持クラブＡ

Ｂクラス 28 子持クラブＢ ＪＵＲＩ 新生会クラブ

Ｃクラス 6 前橋クラブ 玉村ソフトテニスクラブＣ 群馬町ソフトクラブ

1 24 上毛新聞社杯群馬インドア大会 ぐんまｱﾘｰﾅ 新型コロナウイルスにより中止
2 27 第２回 審判講習会 新規・更新 県スポ 新型コロナウイルスにより中止とし、今年度更新期限者のみ認定手続きし、次年度受講予定

※令和２年度〔県外大会〕　…予定していたほとんどの大会が新型コロナウイルスにより中止となり、一部の大会は開催

　　　　　　　　　　　　　　　されましたが、入賞者はおりませんでした。

第20回群馬県シングルスソフトテニス選手権大会
兼第3回関東シングルスソフトテニス選手権大会県予選
兼Ｒ３全日本シングルスソフトテニス選手権大会県予選

第9回 群馬県小学生シングルスソフトテニス大会
兼第20回 全国小学生シングルスの部県予選会

22
↓
21

22

15

第47回
群馬県35・45・シニアソフトテニス
選手権大会
兼 令和3年度
関東選手権大会県予選会

太田
↓

上並榎
サンスポー

ツランド
太田

4/5
↓

11/29

第54回
高崎ソフトテニスクラブ
ヨネックス杯ソフトテニス大会

上並榎
↓

清水善造
メモリアル

ＡＬＳＯＫ
ぐんま
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