
参加種目 漢字氏名１ 所属団体名１ エントリー資格種別１ 漢字氏名２ 所属団体名２ エントリー資格種別２ 代表団体名
ベテラン女子（４０歳以上） 寺田　あゆみ ﾏｰﾃﾙﾌｧﾐﾘｰ 登録団体所属（市外） 菅原　未加子 ﾏｰﾃﾙﾌｧﾐﾘｰ 登録団体所属（市外）
ベテラン女子（４０歳以上） 蜷川聖子 登録団体所属（市外） 八木恵 登録団体所属（市外） チームすまいる
ベテラン女子（４０歳以上） 吉田由美 スリーピース 登録団体所属（市外） 本橋亜紀子 野火止テニスクラブ 登録団体所属（市外）
ベテラン女子（４０歳以上） 小林　由美 ﾏｰﾃﾙﾌｧﾐﾘｰ 在住 野本　礼奈子 在勤
ベテラン女子（４０歳以上） 高橋 千春 在住 金子 善子 在住 チームすまいる
ベテラン女子（４０歳以上） 齋藤真美子 在住 益本りえ 登録団体所属（市外） シンポウ
ベテラン女子（５０歳以上） 川上　陽子 ﾏｰﾃﾙﾌｧﾐﾘｰ 登録団体所属（市外） 栗林　美穂子 ﾏｰﾃﾙﾌｧﾐﾘｰ 登録団体所属（市外） ﾏｰﾃﾙﾌｧﾐﾘｰ
ベテラン女子（５０歳以上） 永石恭子 チームすまいる 登録団体所属（市外） 寶野由美子 登録団体所属（市外） チームすまいる
ベテラン女子（５０歳以上） 細田美千恵 在住 中原リカ子 在住 ﾏｰﾃﾙﾌｧﾐﾘｰ
ベテラン女子（５０歳以上） 川岸 玲子 登録団体所属（市外） 山口 亜希子 登録団体所属（市外） チームすまいる
ベテラン女子（５０歳以上） 佐藤万紀子 チームすまいる 在住 辻智加 悟空 在住
ベテラン女子（５０歳以上） 佐藤結佳 在住 吉田智子 登録団体所属（市外）
ベテラン女子（５０歳以上） 大塚美子 スリーピース 在住 蛇岩利恵 ヒット 在住 スリーピース
ベテラン女子（５０歳以上） 緒方久美子 すまいる 在住 村野恭子 すまいる 登録団体所属（市外） すまいる
ベテラン女子（５０歳以上） 鈴木要子 チームすまいる 在住 茂木ちはる チームすまいる 登録団体所属（市外） チームすまいる
ベテラン男子（４５歳以上） 渡邊　敬 在住 石毛　竜 在住 シンポウテニスリゾート
ベテラン男子（４５歳以上） 松崎　武志 シンポウテニスリゾート 在住 石原　宏一 在住
ベテラン男子（４５歳以上） 林　康憲 在勤 小宮　誠 登録団体所属（市外） FMTC
ベテラン男子（４５歳以上） 高橋　仁志 登録団体所属（市外） 久田　晃 登録団体所属（市外） FMTC
ベテラン男子（４５歳以上） 相川　峰彦 登録団体所属（市外） 河原　正人 チームすまいる 登録団体所属（市外） FMTC
ベテラン男子（４５歳以上） 有山　浩 登録団体所属（市外） 下江　光 登録団体所属（市外） FMTC
ベテラン男子（４５歳以上） 柿木達也 在勤 森川直樹 在勤 サンケン電気株式会社　硬式テニス部
ベテラン男子（４５歳以上） 工藤　正哉 在住 阿部　宗之 在住 TEAM　YU-YU
ベテラン男子（４５歳以上） 國島　武 在住 石井　文男 在住 TEAM　YU-YU
ベテラン男子（４５歳以上） 山谷　行宣 登録団体所属（市外） 本間　公敏 在住 TEAM　YU-YU
ベテラン男子（５５歳以上） 新井　登 一般 在勤 木内　喜雄 一般 在勤 一般
ベテラン男子（５５歳以上） 廣瀬　正典 在住 桑田　信 登録団体所属（市外） STT
ベテラン男子（５５歳以上） 柏　敏雄 登録団体所属（市外） 岡田慶信 登録団体所属（市外） ﾏｰﾃﾙﾌｧﾐﾘｰ
ベテラン男子（５５歳以上） 正木寿 在住 茂木光司 登録団体所属（市外） スリーピース
ベテラン男子（５５歳以上） 古城　昭 在住 中島一明 在住 悟空
ベテラン男子（５５歳以上） 緒方　睦巳 在住 石井　公一朗 在住 ひまわり
ベテラン男子（５５歳以上） 窪田　正樹 登録団体所属（市外） 半澤　繁 在住 ﾏｰﾃﾙﾌｧﾐﾘｰ
ベテラン男子（５５歳以上） 中務　信一 どんぐり 在住 大橋　勇治 登録団体所属（市外） どんぐり
ベテラン男子（５５歳以上） 長浜　博幸 在住 鈴木　敏行 登録団体所属（市外） TEAM　YU-YU
ベテラン男子（６５歳以上） 小沼 公一 在住 小堀 宏昭 登録団体所属（市外） シルセン
ベテラン男子（６５歳以上） 小泉仁志 シルセン 在住 高橋裕介 シンポウ 在住 シンポウ
ベテラン男子（６５歳以上） 遠藤茂 登録団体所属（市外） 森澄雄 登録団体所属（市外） ﾏｰﾃﾙﾌｧﾐﾘｰ
ベテラン男子（６５歳以上） 橋本　敏成 在住 松本　淳一 登録団体所属（市外） シンポウテニスリゾート
ベテラン男子（７０歳以上） 清水　久 シルセン 在住 江口雅志 在住
女子（初級） 井上　伸子 FMTC 登録団体所属（市外） 小池　真理子 登録団体所属（市外） FMTC
女子（初級） 花立　緑 在住 吉田　智美 在住
女子（初級） 金谷　規子 在住 金谷　優美 在住 どんぐり
女子（初級） 村木恵子 登録団体所属（市外） 岩木明子 登録団体所属（市外） チームすまいる
女子（上級） 川上　陽子 ﾏｰﾃﾙﾌｧﾐﾘｰ 登録団体所属（市外） 長田　直美 ﾏｰﾃﾙﾌｧﾐﾘｰ 登録団体所属（市外） ﾏｰﾃﾙﾌｧﾐﾘｰ
女子（上級） 石井久美子 在住 東康子 登録団体所属（市外） ひまわり
女子（上級） 寺田　あゆみ ﾏｰﾃﾙﾌｧﾐﾘｰ 登録団体所属（市外） 菅原　未加子 ﾏｰﾃﾙﾌｧﾐﾘｰ 登録団体所属（市外）
女子（上級） 小林　由美 ﾏｰﾃﾙﾌｧﾐﾘｰ 在住 田口　瑠美 在勤
女子（上級） 細田美千恵 ﾏｰﾃﾙﾌｧﾐﾘｰ 在住 中原リカ子 ﾏｰﾃﾙﾌｧﾐﾘｰ 在住
女子（上級） 吉田由美 スリーピース 登録団体所属（市外） 中村貴世 シンポウテニスリゾート 登録団体所属（市外）
女子（上級） 細田美千恵 在住 中原リカ子 在住 ﾏｰﾃﾙﾌｧﾐﾘｰ
女子（上級） 大塚美子 スリーピース 在住 蛇岩利恵 ヒット 在住 スリーピース
女子（上級） スズキヨウコ チームすまいる 在住 鈴木　要子 チームすまいる 登録団体所属（市外） チームすまいる
女子（上級） 齋藤　真美子 シンポウ 在住 益本りえ シンポウ 登録団体所属（市外） シンポウ
女子（中級） 栗林美穂子 ﾏｰﾃﾙﾌｧﾐﾘｰ 登録団体所属（市外） 久保理子 ﾏｰﾃﾙﾌｧﾐﾘｰ 登録団体所属（市外）
女子（中級） 蜷川聖子 登録団体所属（市外） 長谷川千秋 シンポウ 在住 チームすまいる
女子（中級） 高橋 千春 在住 山口 亜希子 登録団体所属（市外） チームすまいる
女子（中級） 秋山夏子 ﾏｰﾃﾙﾌｧﾐﾘｰ 登録団体所属（市外） 石井香織 YuYu 在住
女子（中級） 勝部美紀 登録団体所属（市外） 川崎有香 登録団体所属（市外） チームすまいる女子（中級） 勝部美紀 登録団体所属（市外） 川崎有香 登録団体所属（市外） チームすまいる



女子（中級） 川岸玲子 登録団体所属（市外） 加藤和代 新座ローンテニスクラブ 登録団体所属（市外） チームすまいる
女子（中級） 酒本靖子 所属団体なし 在住 八木恵 すまいる 登録団体所属（市外） すまいる
女子（中級） 佐藤万紀子 チームすまいる 在住 辻智加 悟空 在住
女子（中級） 緒方久美子 すまいる 在住 村野恭子 すまいる 登録団体所属（市外） すまいる
女子（中級） 岡　啓子 在住 斉藤　典子 登録団体所属（市外） 悟空
女子（中級） 小林　千恵子 登録団体所属（市外） 持丸　静 登録団体所属（市外） どんぐり

男子（初級） 新井　登 一般 在勤 木内　喜雄 一般 在勤 一般

男子（初級） 荻野　則雄 在住 吉田　隆志 在住

男子（初級） 中務　信一 在住 大橋　勇治 登録団体所属（市外） どんぐり

男子（上級） 小和田健文 STT 登録団体所属（市外） 小関 尊弘 登録団体所属（市外） STT

男子（上級） 長島 達也 在住 新歩一 正己 在住 ICHIGEKI

男子（上級） 須藤佑輔 チームすまいる 在勤 森田善紀 シンポウテニスクラブ 在勤

男子（上級） 澤田 昌毅 ﾏｰﾃﾙﾌｧﾐﾘｰ 登録団体所属（市外） 徳江謙二 ﾏｰﾃﾙﾌｧﾐﾘｰ 登録団体所属（市外）

男子（上級） 金子　俊朗 在住 吉田　有希 登録団体所属（市外） TEAM　YU-YU

男子（上級） 平林　亮二 在住 高橋　佑治 在住 TEAM　YU-YU

男子（上級） 石井　文男 在住 國島　武 在住 TEAM　YU-YU

男子（上級） 山谷　行宣 登録団体所属（市外） 本間　公敏 在住 TEAM　YU-YU

男子（上級） 庄野　雄一郎 登録団体所属（市外） 会津　勇矢 登録団体所属（市外） TEAM　YU-YU

男子（上級） 藤田　悠梧 在住 中村　海渡 在住 TEAM　YU-YU

男子（中級） 西康宏 在住 大村一郎 登録団体所属（市外） ﾏｰﾃﾙﾌｧﾐﾘｰ

男子（中級） 佐藤拓也 ﾏｰﾃﾙﾌｧﾐﾘｰ 登録団体所属（市外） 川西圭 なし 在住

男子（中級） 吉田 敏幸 登録団体所属（市外） 原田 康秀 在住 STT

男子（中級） 廣瀬　正典 在住 桑田　信 登録団体所属（市外） STT

男子（中級） 渡邊　敬 シンポウテニスリゾート 在住 清水　達也 TEAM YU-YU 在勤

男子（中級） 寺沢俊明 登録団体所属（市外） 掃部関眞 登録団体所属（市外） STT男子（中級） 寺沢俊明 登録団体所属（市外） 掃部関眞 登録団体所属（市外） STT

男子（中級） 小泉仁志 シルセン 在住 橋本敏成 シンポウ 在住

男子（中級） 浜野　竜朗 登録団体所属（市外） 松木　賢 登録団体所属（市外） STT

男子（中級） 松崎　武志 シンポウテニスリゾート 在住 高砂　賢二 一般 在住

男子（中級） 柏　敏雄 登録団体所属（市外） 池上 聡 登録団体所属（市外） ﾏｰﾃﾙﾌｧﾐﾘｰ

男子（中級） 三宅和幸 チームすまいる 登録団体所属（市外） 酒本丸 チームくまお 在住 チームすまいる

男子（中級） 林　康憲 FMTC 在勤 小宮　誠　 FMTC 登録団体所属（市外） FMTC

男子（中級） 高橋　仁志 FMTC 登録団体所属（市外） 久田　晃 FMTC 登録団体所属（市外） FMTC

男子（中級） 相川　峰彦 FMTC 登録団体所属（市外） 河原　正人 チームすまいる 登録団体所属（市外） FMTC

男子（中級） 光村　孝清 FMTC 登録団体所属（市外） 畑　　裕樹 FMTC 登録団体所属（市外） FMTC

男子（中級） 窪田　正樹 登録団体所属（市外） 泉　聡 登録団体所属（市外） ﾏｰﾃﾙﾌｧﾐﾘｰ

男子（中級） 初澤久文 在住 小林英喜 在住

男子（中級） 有山　浩 登録団体所属（市外） 下江　光 登録団体所属（市外） FMTC

男子（中級） 清水　輝明 在住 野本　裕一 在住 ひまわり

男子（中級） 緒方　睦巳 在住 石井　公一朗 在住 ひまわり

男子（中級） 光村　孝清 登録団体所属（市外） 畑　　裕樹 登録団体所属（市外） FMTC

男子（中級） 阿部　宗之 在住 工藤　正哉 在住 TEAM　YU-YU

男子（中級） 塚本　啓介 登録団体所属（市外） 菊池　優太 登録団体所属（市外） TEAM　YU-YU

男子（中級） 小山　芳之 登録団体所属（市外） 小山　弘雅 登録団体所属（市外） TEAM　YU-YU

男子（中級） 長浜　博幸 在住 蓮尾　幸雄 在住 TEAM　YU-YU

男子（中級） 鵜飼　泰希 登録団体所属（市外） 江口雅志 在住 どんぐり

男子（中級） 半澤　繁 在住 鈴木　伸嘉 登録団体所属（市外） ﾏｰﾃﾙﾌｧﾐﾘｰ


