
種目 No 県登録No 名前 所属略称

女子（40歳以上）シングルス 1 6309 平元 涼子 マス・ガイアＴＣ 不成立
1555 上田 暁子 ＣＳＪ
1396 大島 あい 茨城レディース

1 1900 塩冶 知子 ＴＰ波崎
2 3945 山本 章代 ＴＰ波崎
3 7216 小松 真澄 守谷ＴＣ
4 3817 小山 弥生 農林筑波

7217 河野 美恵 個人登録
7225 張替 勝美
3945 山本 章代 ＴＰ波崎
1900 塩冶 知子 ＴＰ波崎
6221 細谷 貴子 フソウＴＣ
2449 中島 邦子 ＲＩ
5531 髙梨 好美 鹿嶋クラブ
3724 西野 礼子 ＺＥＰＨＹＲ

1 806 喜瀬 恵子 ＣＳＪ
2 5388 鶴田 陽子 守谷ＴＣ
3 6696 荻原 幸子 フソウＴＣ

1409 高橋 正枝 マス・ガイアＴＣ
512 橋本 淳子 茨城レディース
1526 板越 千春 ＮＪＴＣ
487 佐伯 貴代子 日立ＡＭＳ佐和
974 国府田 一美 ＪＡＣ
971 齋藤 千晴 ＪＡＣ
6214 川上 陽子 エーステニスアカデミー
6696 荻原 幸子 フソウＴＣ

女子（55歳以上）シングルス 1 970 木下 加代子 ＪＡＣ 希望しない

2 3334 伊藤 雅代 個人登録 希望する

女子（55歳以上）ダブルス 970 木下 加代子 ＪＡＣ 希望しない

2149 蝦名 とも子 茨城レディース 希望しない

女子（65歳以上）シングルス 1 4263 島根 嘉子 ＺＥＰＨＹＲ 希望する 不成立55歳に移行

2 976 小関 るり子 ＪＡＣ 希望しない

女子（65歳以上）ダブルス 976 小関 るり子 ＪＡＣ 希望する

4246 早野 恵美子 ＪＡＣ 希望する

1 5694 斉藤 寛 ＣＳＪ
2 6798 津野 博行 ＣＳＪ
3 4833 鈴木 雅人 個人登録
4 6836 三浦 秀介 キヤノン
5 3251 斉藤 靖英 松代倶楽部
6 48 渡邉 尚之 ＢＫＳ－Ｔ
7 6923 今井 謙太郎 個人登録
8 961 塚原 新 ＪＡＣ
9 4845 森田 覚 真壁テニスクラブ
10 92 荒川 貴行 日製日立会

男子（35歳以上）ダブルス 6437 山崎 俊文 日製日立会
92 荒川 貴行 日製日立会

1 2341 濱野 治 ベイリーフ
2 324 脇坂 健 原電東海テニス部
3 1767 篠原 隆慶 キヤノン
4 183 山本 博史 常笑群団
5 4924 村関 和之 松代倶楽部
6 2520 川上 悠二 守谷ＴＣ

男子（40歳以上）シングルス

1 不成立

1 不成立50歳に移行

男子（35歳以上）シングルス

1 不成立

女子（50歳以上）シングルス

女子（50歳以上）ダブルス
1

2

3

4

女子（40歳以上）ダブルス
1 不成立

女子（45歳以上）シングルス

女子（45歳以上）ダブルス
1

2

3

4



種目 No 県登録No 名前 所属略称

7 3893 山村 真一郎 守谷ＴＣ
8 6862 森 将司 茎崎テニスクラブ
9 1318 小林 健 産総研テニスクラブ
10 6468 小関 国夫 産総研テニスクラブ
11 7167 花井 亮 産総研テニスクラブ
12 4658 中矢 哲郎 農林筑波
13 4233 今西 正史 アステラス製薬
14 73 佐藤 匡広 NFSC
15 4355 波多 野崇 美野里テニスクラブ
16 813 穐山 秀延 エーステニスアカデミー
17 6801 村田 雅俊 個人登録

183 山本 博史 常笑群団
186 山田 正憲 常笑群団
6468 小関 国夫 産総研テニスクラブ
7167 花井 亮 産総研
73 佐藤 匡広 NFSC

5887 畠山 太郎 日製日立会
813 穐山 秀延 エーステニスアカデミー
6094 新井 邦知 エースＴＡ
3852 中島 優一 ぢんぎすかん。
5450 榊 浩一 ぢんぎすかん。
4050 関　克己 常陽銀行
3448 椎名 隆泰 常陽銀行

1 6909 中村 祐二 ベイリーフ
2 6910 山口 晋 ベイリーフ
3 6916 皆神 武史 ベイリーフ
4 6976 坂戸 秀夫 個人登録
5 6597 樋口 武史 マス・ガイアＴＣ
6 1785 佐藤 彰洋 キヤノン
7 6232 小笠原 達一郎 ＮＪＴＣ
8 176 寺山 勝則 ＢＫＳ－Ｔ
9 3384 瀬口 雅人 ＮＪＴＣ
10 5376 芦澤 武人 個人登録
11 5563 平田 繁生 サンスポーツテニスクラブ
12 2266 青野 亮彦 スウィング
13 5411 伊藤 大輔 スウィング
14 4075 藤田 宏之 新日鐵住金鹿島硬式テニス部
15 7227 太原 俊男 個人登録
16 6429 本渡 猛 アステラス製薬
17 576 大村 裕二 ＲＩ
18 759 石島 真 美野里テニスクラブ
19 767 石川 幸治 エーステニスアカデミー
20 5953 鴻巣 敦宏 Ｔ-1インドアテニスクラブ

6909 中村 祐二 ベイリーフ
6910 山口 晋 ベイリーフ
2557 鈴木 秀和 キヤノン
1755 加藤 千幸 キヤノン
576 大村 裕二 ＲＩ
573 中島 清和 ＲＩ
3647 堀内 伸一郎 日立大みか
143 清水 康生 日立大みか
5953 鴻巣 敦宏 Ｔ-1インドアテニスクラブ

男子（45歳以上）シングルス

男子（45歳以上）ダブルス
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男子（40歳以上）シングルス

男子（40歳以上）ダブルス
1
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3

4

5

6



種目 No 県登録No 名前 所属略称

6976 坂戸 秀夫 個人会員
1 1222 三石 和貴 ＮＩＭＳテニスクラブ
2 457 大杉 幹雄 日立ＡＭＳ佐和
3 1731 藤由 亨 ベイリーフ
4 1721 木川 眞 ベイリーフ
5 1461 深沢 直人 個人登録
6 36 松本 和久 常笑群団
7 1881 北坂 亨 新日鐵住金鹿島硬式テニス部
8 2230 岡野 次夫 守谷ＴＣ
9 1679 三富 正行 三菱ケミカル・筑波
10 7119 田邉 勝 個人登録
11 1129 竹中 亮 スウィング
12 1138 日隈 和正 スウィング
13 7095 宮添 誠 スウィング
14 962 関山 実 ＪＡＣ
15 4762 村上 佳裕 アステラス製薬
16 6001 原田 博規 アステラス製薬
17 275 永井 勲 原子力機構原科研
18 757 飯島 勇 美野里テニスクラブ
19 7121 両角 明博 個人登録
20 6615 中川 宏彰 水戸グリーンテニスクラブ
21 2102 庄司 喜文 原子力機構大洗

437 中野 祐二 日立ＡＭＳ佐和
457 大杉 幹雄 日立ＡＭＳ佐和
1731 藤由 亨 ベイリーフ
1721 木川 眞 ベイリーフ
2244 三宅 博章 守谷ＴＣ
4290 佐多 淳一 守谷ＴＣ
3256 篠崎 秀幸 三菱ケミカル・筑波
1679 三富 正行 三菱ケミカル・筑波
2378 大木 啓治 真壁テニスクラブ
2381 五十嵐 貴裕 真壁ＴＣ
275 永井 勲 原子力機構原科研
280 平根 篤志 原子力機構原科研
6717 栗原 繁 日製日立会
102 杉山 和夫 日製日立会
757 飯島 勇  美野里テニスクラブ
6115 鹿志村 尚 美野里ＴＣ

男子（55歳以上）シングルス 1 447 清水 信一 日立ＡＭＳ佐和
2 1805 浅野 哲 パサニアＴＣ
3 1728 加藤木 三明 ベイリーフ
4 1714 武田 厚 個人登録
5 1508 成田 修 松代倶楽部
6 1902 高塚 優 ＴＰ波崎
7 2236 岡部 弘伸 守谷ＴＣ
8 4290 佐多 淳一 守谷ＴＣ
9 5546 小間 弘則 守谷ＴＣ
10 2238 蓮沼 孝 守谷ＴＣ
11 217 鈴木 建文 ＨｉＩＣＳ
12 1230 高木 栄 筑波大学教職員テニスクラブ
13 1229 山形 朝義 筑波大学教職員テニスクラブ
14 1128 加藤 幸一 スウィング

男子（50歳以上）シングルス

男子（50歳以上）ダブルス
1
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男子（45歳以上）ダブルス

5



種目 No 県登録No 名前 所属略称

15 1130 福田 恒雄 スウィング
16 1372 後藤 眞宏 農林筑波
17 672 石井 進 見川フリー
18 6237 大畠 武二 アステラス製薬
19 290 若井 栄一 原子力機構原科研
20 2426 郡司 力 原子力機構大洗
21 2101 米川 実 原子力機構大洗

男子（55歳以上）ダブルス 544 大金 勤 日立ハイテクノロジーズ
545 河野 将孝 日立ＨＴ
2245 山崎 茂樹 守谷ＴＣ
2836 倉俣 修 守谷ＴＣ
2238 蓮沼 孝 守谷ＴＣ
2236 岡部 弘伸 守谷ＴＣ
865 三原 博道 フソウＴＣ
724 大高 誠 ＭＡＣ
1128 加藤 幸一 スウィング
1130 福田 恒雄 スウィング
672 石井 進 見川フリー
447 清水 信一 日立ＡＭＳ佐和
726 合原 義人 見川フリー
3093 芝 天夫 見川フリー
4566 小黒 元春 原子力機構大洗
2110 吉沼 浩美 原子力機構大洗

1 1215 由利 哲美 ＮＩＭＳテニスクラブ
2 1224 黒田 聖治 ＮＩＭＳテニスクラブ
3 4768 西谷 昭 日立ＡＭＳ佐和
4 468 今川 洋司 日立ＡＭＳ佐和
5 1804 高野 勝 パサニアＴＣ
6 1803 成島 昌美 パサニアＴＣ
7 6917 安田 幸博 ベイリーフ
8 6462 岩元 隆一 ベイリーフ
9 7208 星田 洋一 個人登録
10 7204 植竹 和彦 個人登録
11 6892 宮尾 明博 新日鐵住金鹿島硬式テニス部
12 4808 関 敏秀 守谷ＴＣ
13 6924 浜辺 雅明 守谷ＴＣ
14 214 小野寺 浩明 ＨｉＩＣＳ
15 3704 栗山 雅昭 フソウＴＣ
16 1312 渡辺 正信 産総研テニスクラブ
17 7256 繁田 勉 サンスポーツテニスクラブ
18 1134 平岡 俊夫 スウィング
19 5136 天野 新一 ＦｕｎｔｏＴｅｎｎｉｓ
20 670 秋山 康夫 見川フリー
21 753 大塚 正 美野里テニスクラブ
22 901 村田 末博 水戸グリーンテニスクラブ
23 5889 田口 明 水戸グリーンテニスクラブ
24 7020 菅原　正三 アドバンスクラブ

6917 安田 幸博 ベイリーフ
6462 岩元 隆一 ベイリーフ
1879 宗形 信二 新日鐵住金鹿島硬式テニス部

6892 宮尾 明博 新日鐵住金鹿島硬式テニス部

4808 関 敏秀 守谷ＴＣ
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8

男子（60歳以上）シングルス

男子（60歳以上）ダブルス
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種目 No 県登録No 名前 所属略称

6083 ジェフリー 金本守谷ＴＣ
901 村田 末博 水戸グリーンテニスクラブ
7250 荒井 稔 水戸グリーン

1 1675 伊藤 達男 パサニアＴＣ
2 1501 小林 尚武 松代倶楽部
3 6081 岡野 静夫 シニア連盟
4 5901 齋藤 輝一 シニア連盟
5 4739 大熊 勝 シニア連盟
6 6575 布田 毅 ＮＪＴＣ
7 1410 泉 一男 ＮＪＴＣ
8 1445 矢須 義春 茎崎テニスクラブ
9 1437 井上 辰男 茎崎テニスクラブ
10 6598 土井 正幸 筑波大学教職員テニスクラブ
11 2112 関 成一 見川フリー
12 1198 中沢 正美 ＴＣ２
13 6582 嶋田 光明 取手市民硬式テニスクラブ
14 146 工藤 正史 日立大みか
15 2097 柴田 光 原子力機構大洗

4739 大熊 勝 シニア連盟
1722 中野 和正 ベイリーフ
1355 山口 成夫 シニア連盟
1248 中神 茂 シニア連盟
5270 柳生 栄 シニア連盟
3891 篠崎 友護 シニア連盟
1657 大道 学 取手市民硬式テニスクラブ
1666 中尾 正一 取手市民硬式テニスクラブ

1 1808 北澤 宏 パサニアＴＣ
2 2187 高野 勇 結城テニスクラブ
3 2777 藁科 誠 結城テニスクラブ
4 2189 冨山 重男 結城テニスクラブ
5 6224 崎田 廣造 シニア連盟
6 4593 椎橋 能久 シニア連盟
7 4740 松原 秀夫 シニア連盟
8 3280 渡辺 博 シニア連盟
9 1355 山口 成夫 シニア連盟
10 5522 石塚 明寛 シニア連盟
11 5521 小野田 隆義 シニア連盟
12 5270 柳生 栄 シニア連盟
13 4318 藤木 光 鹿嶋クラブ
14 7233 花井 保則 守谷ＴＣ
15 4809 佐々木 穣 守谷ＴＣ
16 3296 沼田 義男 守谷ＴＣ
17 6465 相浦 秋夫 フソウＴＣ
18 2302 平井 保夫 茨城県庁
19 3092 相川 祐史 見川フリー
20 1591 小野　雅司 国立環境研

2187 高野 勇 結城テニスクラブ
2777 藁科 誠 結城ＴＣ
3745 丸山 祐章 シニア連盟
4230 堀口 昌宏 シニア連盟
6460 上村 眞吾 シニア連盟
6224 崎田 廣造 シニア連盟

男子（70歳以上）シングルス

男子（70歳以上）ダブルス
1

2

3

男子（65歳以上）シングルス

男子（65歳以上）ダブルス
1

2

3

4

男子（60歳以上）ダブルス

3

4



種目 No 県登録No 名前 所属略称

4593 椎橋 能久 シニア連盟
3296 沼田 義男 守谷ＴＣ
640 高野 進 シニア連盟
639 小川 明雄 シニア連盟
3035 江口 勝利 シニア連盟
6227 竹林 俊行 シニア連盟
3072 土子 正勝 シニア連盟
3754 伊藤 武夫 ＪＡＣ
5523 吉浦 正 シニア連盟
963 横田 守男 ＪＡＣ
2697 小島 秀男 サンスポーツテニスクラブ
7255 長井 郁夫 サンスポーツ
3726 橋爪 紀勝 日製日立会
4116 竹本 稔 シニア連盟

1 454 直井 啓吾 日立ＡＭＳ佐和
2 2185 北城 勝栄 結城テニスクラブ
3 626 朝日 光重 シニア連盟
4 3064 神谷 義紀 シニア連盟
5 621 小林 義広 シニア連盟

3194 向高 祐邦 シニア連盟
1246 三国 晃 シニア連盟
5699 一宮 仁 シニア連盟
1603 板倉 八紘 シニア連盟
2363 藤田 泰基 鹿嶋クラブ
1440 川島 彬 茎崎ＴＣ
2173 伊藤 哲也 サンスポーツテニスクラブ
7246 中釜 忠道 サンスポーツ

1 6196 遊佐 晴彦 日立ＡＭＳ佐和
2 5137 清水 武 シニア連盟
3 4226 吉田 朋正 シニア連盟
4 623 枝 弘道 シニア連盟

623 枝 弘道 シニア連盟
1652 林 弘次 取手市民
1617 勝田 茂 サンスポーツテニスクラブ
5310 渡部 卓哉 取手市民
634 大槻 裕 シニア連盟
3069 宮本 昌吉 シニア連盟

男子（80歳以上）シングルス

男子（80歳以上）ダブルス
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男子（75歳以上）シングルス

男子（75歳以上）ダブルス
1
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男子（70歳以上）ダブルス
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