
◆エントリー入力のまま一覧にしています。※所属団体名のみ表記を統一。
種目 漢字氏名 カナ氏名 所属団体名
女子ベテラン（４０歳以上） 石井香織 イシイカオリ TEAMYU-YU
女子ベテラン（４０歳以上） 蜷川聖子 にながわみなこ チームすまいる
女子ベテラン（４０歳以上） 今野牧子 コンノマキコ マーテルファミリー
女子ベテラン（４０歳以上） 金谷規子 どんぐり
女子ベテラン（５０歳以上） 八木恵 ヤギメグミ チームすまいる
女子ベテラン（５０歳以上） 川岸玲子 カワギシレイコ チームすまいる
女子ベテラン（５０歳以上） 細矢久恵 どんぐり
女子ベテラン（５０歳以上） 井上伊都子 イノウエイツコ 新座ローンTC
女子ベテラン（５０歳以上） 中澤珠子 ナカザワタマコ 新座ローンTC
女子一般（初級） 吉田智美 ヨシダトモミ TEAMYU-YU
女子一般（初級） 高橋千春 タカハシチハル チームすまいる
女子一般（初級） 佐藤万紀子 サトウマキコ チームすまいる
女子一般（初級） 金谷優美 どんぐり
女子一般（初級） 今野牧子 コンノマキコ マーテルファミリー
女子一般（初級） 池田朋子 池田朋子 マーテルファミリー
女子一般（初級） 武笠由紀子 ムカサユキコ マーテルファミリー
女子一般（初級） 鈴木千賀 スズキチカ マーテルファミリー
女子一般（上級） 石井香織 イシイカオリ TEAMYU-YU
女子一般（上級） 小野坂紗希 オノサカサキ シンポウTR
女子一般（上級） 吉田由美 ヨシダユミ スリーピース
女子一般（上級） 須藤晶子 スドウアキコ チームすまいる
女子一般（上級） 蜷川聖子 にながわみなこ チームすまいる
女子一般（上級） 田口瑠美 タグチルミ 一般
女子一般（上級） 多胡留美 タゴルミ 新座ローンTC
女子一般（中級） 一本木緑 どんぐり
女子一般（中級） 金谷規子 どんぐり
女子一般（中級） 高橋舞 どんぐり
女子一般（中級） 柴田森江 シバタモリエ マーテルファミリー
女子一般（中級） 井上伊都子 イノウエイツコ 新座ローンTC
女子一般（中級） 中澤珠子 ナカザワタマコ 新座ローンTC
男子ベテラン（４５歳以上） 工藤正哉 クドウマサヤ TEAMYU-YU
男子ベテラン（４５歳以上） 清水達也 シミズタツヤ TEAMYU-YU
男子ベテラン（４５歳以上） 石井文男 イシイフミオ TEAMYU-YU
男子ベテラン（４５歳以上） 藤川佳久 フジカワヨシヒサ TEAMYU-YU
男子ベテラン（４５歳以上） 本間公敏 ホンマキミトシ TEAMYU-YU
男子ベテラン（４５歳以上） 森川直樹 ﾓﾘｶﾜﾅｵｷ サンケン電気株式会社硬式テニス部
男子ベテラン（４５歳以上） 齋藤健之介 サイトウケンノスケ シンポウTR
男子ベテラン（４５歳以上） 松崎武志 マツザキタケシ シンポウTR
男子ベテラン（４５歳以上） 白川直樹 シラカワナオキ スリーピース
男子ベテラン（４５歳以上） 鵜飼泰希 どんぐり
男子ベテラン（４５歳以上） 長崎考志 どんぐり
男子ベテラン（４５歳以上） ニシヤスヒロ ニシヤスヒロ マーテルファミリー
男子ベテラン（４５歳以上） 佐藤拓也 サトウタクヤ マーテルファミリー
男子ベテラン（４５歳以上） 小野寺仁 オノデラジン マーテルファミリー
男子ベテラン（４５歳以上） 泉聡 イズミサトシ マーテルファミリー
男子ベテラン（４５歳以上） 鈴木義信 スズキヨシノブ マーテルファミリー
男子ベテラン（４５歳以上） 鈴木伸嘉 スズキノブヨシ マーテルファミリー
男子ベテラン（４５歳以上） 澤田昌毅 サワダ マーテルファミリー
男子ベテラン（４５歳以上） カネハコマサミツ カネハコマサミツ 一般
男子ベテラン（４５歳以上） 吉田勇 ヨシダイサム 一般
男子ベテラン（４５歳以上） 大村一郎 オオムライチロウ 一般
男子ベテラン（４５歳以上） 野島正男 ノジママサオ 一般
男子ベテラン（４５歳以上） 梁取昭克 ヤナトリアキヨシ 一般
男子ベテラン（４５歳以上） 鈴木啓孝 スズキヒロタカ 一般
男子ベテラン（４５歳以上） 佐藤豊 サトウユタカ 新豊TC
男子ベテラン（５５歳以上） 廣瀬正典 ヒロセマサノリ STT
男子ベテラン（５５歳以上） 長浜博幸 ナガハマヒロユキ TEAMYU-YU
男子ベテラン（５５歳以上） 塚本啓介 ツカモトケイスケ TEAMYU-YU
男子ベテラン（５５歳以上） 鈴木義郎 スズキヨシロウ TEAMYU-YU
男子ベテラン（５５歳以上） 柿木達也 ｶｷﾉｷﾀﾂﾔ サンケン電気株式会社硬式テニス部
男子ベテラン（５５歳以上） 茂木光司 モギミツシ スリーピース
男子ベテラン（５５歳以上） 三宅和幸 ミヤケカズユキ チームすまいる



◆エントリー入力のまま一覧にしています。※所属団体名のみ表記を統一。
種目 漢字氏名 カナ氏名 所属団体名
男子ベテラン（５５歳以上） 須藤和彦 スドウカズヒコ チームすまいる
男子ベテラン（５５歳以上） 柏敏雄 カシワトシオ マーテルファミリー
男子ベテラン（５５歳以上） 奥田陵司 オクダリョウジ 一般
男子ベテラン（５５歳以上） 河田繁 カワダシゲル 一般
男子ベテラン（５５歳以上） 関口正浩 セキグチマサヒロ 一般
男子ベテラン（５５歳以上） 丸山宗賢 マルヤマソウケン 一般
男子ベテラン（５５歳以上） 池田英樹 イケダヒデキ 一般
男子ベテラン（５５歳以上） 半澤繁 ハンザワシゲル マーテルファミリー
男子ベテラン（５５歳以上） 河野育雄 コウノイクオ 一般
男子ベテラン（５５歳以上） 藤村守 藤村守 一般
男子ベテラン（５５歳以上） 井上恭和 イノウエヤスカズ 新座ローンTC
男子ベテラン（５５歳以上） 小熊明博 オグマアキヒロ 新座ローンTC
男子ベテラン（５５歳以上） 松本孝 マツモトタカシ 新座ローンTC
男子ベテラン（５５歳以上） 鈴木豊秋 スズキトヨアキ 新座ローンTC
男子ベテラン（５５歳以上） 池上好之 イケガミヨシユキ 新豊TC
男子ベテラン（６５歳以上） 小宮誠 コミヤマコト FMTC
男子ベテラン（６５歳以上） 濱竹俊和 ハマタケトシカズ TEAMYU-YU
男子ベテラン（６５歳以上） 中務信一 どんぐり
男子ベテラン（６５歳以上） 窪田正樹 クボタマサキ マーテルファミリー
男子ベテラン（６５歳以上） 山田努 ヤマダツトム マーテルファミリー
男子ベテラン（６５歳以上） 池上聡 イケガミサトシ マーテルファミリー
男子ベテラン（６５歳以上） 小池聖 コイケキヨシ 一般
男子ベテラン（６５歳以上） 清水壽 シミズヒサシ 一般
男子ベテラン（６５歳以上） 田中克敏 タナカカツトシ 一般
男子ベテラン（６５歳以上） 浅川達雄 アサカワタツオ 新座ローンTC
男子ベテラン（６５歳以上） 太田富章 オオタトミアキ 新座ローンTC
男子ベテラン（７０歳以上） 江口雅志 エグチマサシ どんぐり
男子ベテラン（７０歳以上） 坂井敏夫 どんぐり
男子ベテラン（７０歳以上） 小堀宏昭 どんぐり
男子ベテラン（７０歳以上） 椎津稔 どんぐり
男子ベテラン（７０歳以上） 橋本正樹 ハシモトマサキ 一般
男子ベテラン（７０歳以上） 松本淳一 マツモトジュンイチ 新豊TC
男子ベテラン（７０歳以上） 荒居正雄 アライマサオ 野火止TC
男子一般（初級） 亀山善男 カメヤマヨシオ FMTC
男子一般（初級） 小宮誠 コミヤマコト FMTC
男子一般（初級） 木村徳明 ｷﾑﾗﾉﾘｱｷ サンケン電気株式会社硬式テニス部
男子一般（初級） 鵜飼泰希 どんぐり
男子一般（初級） 江口雅志 エグチマサシ どんぐり
男子一般（初級） 坂井敏夫 どんぐり
男子一般（初級） 中務信一 どんぐり
男子一般（初級） 椎津稔 どんぐり
男子一般（初級） 浅野清敦 アサノきよあつ 一般
男子一般（初級） 荻野則雄 オギノノリオ 一般
男子一般（初級） 吉田隆志 ヨシダタカシ 一般
男子一般（初級） 山内康平 ヤマウチコウヘイ 一般
男子一般（初級） 福島一史 フクシマヒトシ 一般
男子一般（上級） 村田明倫 ムラタアキヒト FMTC
男子一般（上級） 小和田健文 コワダタケフミ STT
男子一般（上級） 野中広之 ノナカヒロユキ STT
男子一般（上級） 鈴木雄太 鈴木雄太 STT
男子一般（上級） 会津勇矢 アイズユウヤ TEAMYU-YU
男子一般（上級） 金子俊朗 カネコトシアキ TEAMYU-YU
男子一般（上級） 石井文男 イシイフミオ TEAMYU-YU
男子一般（上級） 渡辺岳人 ワタナベタケト TEAMYU-YU
男子一般（上級） 東太陽 アズマタイヨウ TEAMYU-YU
男子一般（上級） 藤田悠梧 フジタユウゴ TEAMYU-YU
男子一般（上級） 森川直樹 ﾓﾘｶﾜﾅｵｷ サンケン電気株式会社硬式テニス部
男子一般（上級） 白川直樹 シラカワナオキ スリーピース
男子一般（上級） 三宅和幸 ミヤケカズユキ チームすまいる
男子一般（上級） 近藤信幸 コンドウノブユキ マーテルファミリー
男子一般（上級） 今村光祐 イマムラコウスケ 一般
男子一般（上級） 佐藤佑太 サトウユウタ 一般



◆エントリー入力のまま一覧にしています。※所属団体名のみ表記を統一。
種目 漢字氏名 カナ氏名 所属団体名
男子一般（上級） 浦田雄二 ウラタユウジ 新豊TC
男子一般（中級） 光村孝清 ミツムラタカキヨ FMTC
男子一般（中級） 畑裕樹 ハタヒロキ FMTC
男子一般（中級） 羽賀怜志 ハガサトシ TEAMYU-YU
男子一般（中級） 菊池優太 キクチユウタ TEAMYU-YU
男子一般（中級） 工藤正哉 クドウマサヤ TEAMYU-YU
男子一般（中級） 清水達也 シミズタツヤ TEAMYU-YU
男子一般（中級） 長谷川佳吾 ハセガワケイゴ TEAMYU-YU
男子一般（中級） 長浜博幸 長浜博幸 TEAMYU-YU
男子一般（中級） 本間公敏 ホンマキミトシ TEAMYU-YU
男子一般（中級） 鈴木義郎 スズキヨシロウ TEAMYU-YU
男子一般（中級） 柿木達也 ｶｷﾉｷﾀﾂﾔ サンケン電気株式会社硬式テニス部
男子一般（中級） 石原宏一 イシハラコウイチ シンポウTR
男子一般（中級） 松崎武志 マツザキタケシ シンポウTR
男子一般（中級） 池上好之 イケガミヨシユキ シンポウTR
男子一般（中級） 石崎博貴 イシザキヒロキ シンポウTR
男子一般（中級） 齋藤健之介 サイトウケンノスケ シンポウTR
男子一般（中級） 今津智仁 イマヅトモヒト マーテルファミリー
男子一般（中級） 山田努 ヤマダツトム マーテルファミリー
男子一般（中級） 小野寺仁 オノデラジン マーテルファミリー
男子一般（中級） 正岡賢人 マサオカケント マーテルファミリー
男子一般（中級） 大村一郎 オオムライチロウ マーテルファミリー
男子一般（中級） 半澤繁 ハンザワシゲル マーテルファミリー
男子一般（中級） 福良浩基 フクラヒロキ マーテルファミリー
男子一般（中級） 鈴木伸嘉 スズキノブヨシ マーテルファミリー
男子一般（中級） 鮫島秀人 サメシマヒデト 一般
男子一般（中級） 奥田陵司 オクダリョウジ 一般
男子一般（中級） 橋本正樹 ハシモトマサキ 一般
男子一般（中級） 金箱昌光 カネハコマサミツ 一般
男子一般（中級） 根本良信 根本良信 一般
男子一般（中級） 根本良信 ネモトヨシノブ 一般
男子一般（中級） 小林謙一 コバヤシケンイチ 一般
男子一般（中級） 小林祐樹 コバヤシユウキ 一般
男子一般（中級） 池田英樹, イケダヒデキ 一般
男子一般（中級） 町田紘生 マチダコウキ 一般
男子一般（中級） 町田智 マチダサトル 一般
男子一般（中級） 鉄豊雄 テツトヨオ 一般
男子一般（中級） 藤村守 藤村守 一般
男子一般（中級） 井上恭和 イノウエヤスカズ 新座ローンTC
男子一般（中級） 高橋英克 タカハシヒデカツ 新座ローンTC
男子一般（中級） 小熊明博 オグマアキヒロ 新座ローンTC
男子一般（中級） 浅川達雄 アサカワタツオ 新座ローンTC
男子一般（中級） 芳賀智幸 ハガトモユキ 新座ローンTC
男子一般（中級） 鈴木豊秋 スズキトヨアキ 新座ローンTC
男子一般（中級） 佐藤豊 サトウユタカ 新豊TC


