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25 3945 山本　章代 ヤマモト　フミヨ ＴＰ波崎 50095 女子（45歳以上）シングルス 希望する 不成立

109 3810 石山純子 イシヤマジュンコ スウィング 7225 女子（45歳以上）ダブルス 希望する 不成立

109 7225 張替勝美 ハリガエカツミ Ｔ－１ 3810 女子（45歳以上）ダブルス 希望する 不成立

174 4250 佐見紀子 サミノリコ スプリング 4243 女子（45歳以上）ダブルス 希望する 不成立

174 4243 鈴木育子 スズキイクコ スプリング 4250 女子（45歳以上）ダブルス 希望する 不成立

38 5078 鬼澤　泰子 オニザワ　ヤスコ ＪＡＣ L18859 女子（60歳以上）シングルス 希望しない 不成立

124 7692 辻　紀代子 ツジキヨコ 結城ＴＣ 女子（65歳以上）シングルス 希望する 不成立

4 2689 横山悟 ヨコヤマサトル ＪＡＣ 男子（35歳以上）シングルス 希望しない

29 5007 兼子祐司 カネコユウジ ラムレーズン 男子（35歳以上）シングルス 希望しない

36 961 塚原新 ツカハラハジメ ＪＡＣ G23513 男子（35歳以上）シングルス 希望する

44 1228 SEPEHRI AMIN セペリ　アミン ＮＩＭＳテニスクラブ 男子（35歳以上）シングルス 希望する

46 7772 武藤　英一 ムトウ　エイイチ 鹿嶋クラブ 男子（35歳以上）シングルス 希望する

53 5586 大熊　貴行 オオクマ　タカユキ 日立化成㈱山崎事業所 男子（35歳以上）シングルス 希望する

96 6836 三浦 秀介 ミウラ　シュウスケ キヤノン 男子（35歳以上）シングルス 希望しない

51 5371 名越　俊昌 ナゴシ　トシマサ 日立化成㈱山崎事業所 5586 男子（35歳以上）ダブルス 希望する

51 5586 大熊　貴行 オオクマ　タカユキ 日立化成 5371 男子（35歳以上）ダブルス 希望する

176 2392 坂入和博 サカイリカズヒロ 真壁テニスクラブ 4845 男子（35歳以上）ダブルス 希望しない

176 4845 森田　覚 モリタ　マナブ 真壁ＴＣ 2392 男子（35歳以上）ダブルス 希望しない

23 4924 村関和之 ムラセキカズユキ 松代倶楽部 男子（40歳以上）シングルス 希望する

58 7831 木田　光二 キダ　コウジ Ｔ－１ 男子（40歳以上）シングルス 希望する

65 813 穐山秀延 アキヤマヒデノブ エーステニスアカデミー 男子（40歳以上）シングルス 希望する

82 5208 津野　博行 ツノヒロユキ ＭＧＴＣ G22182 男子（40歳以上）シングルス 希望しない

93 7695 澤野　正明 サワノマサアキ ＦｕｎｔｏＴｅｎｎｉｓ 男子（40歳以上）シングルス 希望する

148 4833 鈴木雅人 スズキマサト 個人登録 男子（40歳以上）シングルス 希望する

181 7412 杉山　昇 スギヤマノボル ＴＰ波崎 男子（40歳以上）シングルス 希望する

183 7877 三加　崇 サンガタカシ 個人会員 男子（40歳以上）シングルス 希望する

100 919 今野貴元 コンノタカモト 水戸グリーン 7251 男子（40歳以上）ダブルス 希望する 35歳へ移行

100 7251 大内　達也 オオウチタツヤ 水戸グリーン 919 男子（40歳以上）ダブルス 希望する 35歳へ移行

16 1995 小川貴弘 オガワタカヒロ ＮＪＴＣ 男子（45歳以上）シングルス 希望しない

49 6429 本渡　猛 ホンド　タケシ アステラス製薬 男子（45歳以上）シングルス 希望する

50 7380 鹿内勝己 シカウチカツミ ＦｕｎｔｏＴｅｎｎｉｓ 男子（45歳以上）シングルス 希望する

56 5953 鴻巣敦宏 コウノスアツヒロ Ｔ－１ 男子（45歳以上）シングルス 希望する

57 7409 黒江　真行 クロエ　マサユキ Ｔ－１ 男子（45歳以上）シングルス 希望する

59 4355 波多野崇 ハタノタカシ 美野里ＴＣ 男子（45歳以上）シングルス 希望する

60 7303 小川　裕 オガワ　ユタカ 美野里ＴＣ 男子（45歳以上）シングルス 希望する

83 3111 道田光 ミチダミツル 神栖ＴＩ－Ｃｕｂｅ G17779 男子（45歳以上）シングルス 希望しない

97 1765 加藤仁志 カトウヒトシ キヤノン 男子（45歳以上）シングルス 希望しない

108 4658 中矢　哲郎 ナカヤテツオ 農林筑波テニスクラブ 男子（45歳以上）シングルス 希望する
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111 5411 伊藤大輔 イトウダイスケ スウィング 男子（45歳以上）シングルス 希望する

132 2341 濱野治 ハマノオサム ベイリーフ G17512 男子（45歳以上）シングルス 希望する

133 6909 中村　祐二 ナカムラユウジ ベイリーフ G23251 男子（45歳以上）シングルス 希望する

134 6910 山口　晋 ヤマグチススム ベイリーフ 男子（45歳以上）シングルス 希望する

54 7409 黒江　真行 クロエ　マサユキ Ｔ－１ 5953 男子（45歳以上）ダブルス 希望する

54 5953 鴻巣敦宏 コウノスアツヒロ Ｔ－１ 7409 男子（45歳以上）ダブルス 希望する

63 4355 波多野崇 ハタノタカシ 美野里ＴＣ 7303 男子（45歳以上）ダブルス 希望する

63 7303 小川　裕 オガワ　ユタカ 美野里ＴＣ 4355 男子（45歳以上）ダブルス 希望する

94 143 清水 康生 シミズ　ヤスオ 日立大みか 3647 男子（45歳以上）ダブルス 希望する

94 3647 堀内 伸一郎 ホリウチ　シンイチロウ 日立大みか 143 男子（45歳以上）ダブルス 希望する

126 6909 中村　祐二 ナカムラユウジ ベイリーフ G23251 6910 男子（45歳以上）ダブルス 希望する

126 6910 山口　晋 ヤマグチススム ベイリーフ 6909 男子（45歳以上）ダブルス 希望する

7 6343 浜野清行 ハマノキヨユキ 個人登録 男子（50歳以上）シングルス 希望する

10 457 大杉幹雄 オオスギミキオ 日立ＡＭＳ佐和テニス部（略称：日立佐和）G09113 男子（50歳以上）シングルス 希望しない

18 6232 小笠原　達一郎 オガサワラ　タツイチロウ ＮＪＴＣ 男子（50歳以上）シングルス 希望する

19 7510 古杉　通康 コスギミチヤス ＮＪＴＣ 男子（50歳以上）シングルス 希望する

24 1461 深沢直人 フカサワナオヒト 個人登録 G17828 男子（50歳以上）シングルス 希望しない

32 1679 三富正行 ミトミマサユキ 三菱ケミカル・筑波 男子（50歳以上）シングルス 希望する

33 1881 北坂亨 キタサカトオル 日本製鉄（株）東日本製鉄所（鹿島地区）　硬式テニス部G00664 男子（50歳以上）シングルス 希望する

35 6597 樋口武史 ヒグチタケシ 個人登録 男子（50歳以上）シングルス 希望する

45 1222 三石和貴 ミツイシカズタカ ＮＩＭＳテニスクラブ 男子（50歳以上）シングルス 希望する

61 759 石島真 イシジママコト 美野里ＴＣ G21218 男子（50歳以上）シングルス 希望する

69 1635 佐藤尚 サトウヒサシ パサニアＴＣ 男子（50歳以上）シングルス 希望する

78 3851 川島功 カワシマイサオ 見川フリー 男子（50歳以上）シングルス 希望する

112 2982 中山章 ナカヤマアキラ スウィング 男子（50歳以上）シングルス 希望する

135 1731 藤由亨 フジヨシトオル ベイリーフ G20002 男子（50歳以上）シングルス 希望する

149 7119 田邉勝 タナベマサル 個人登録 G15367 男子（50歳以上）シングルス 希望しない

8 437 中野祐二 ナカノユウジ 日立ＡＭＳ佐和テニス部（略称：日立佐和）G09112 457 男子（50歳以上）ダブルス 希望しない

8 457 大杉幹雄 オオスギミキオ 日立佐和 G09113 437 男子（50歳以上）ダブルス 希望しない

14 7510 古杉　通康 コスギミチヤス ＮＪＴＣ 7511 男子（50歳以上）ダブルス 希望する

14 7511 丸山　隆之 マルヤマタカユキ ＮＪＴＣ 7510 男子（50歳以上）ダブルス 希望する

27 7874 中村　祐介 ナカムラ　ユウスケ ラムレーズン 6232 男子（50歳以上）ダブルス 希望する

27 6232 小笠原　達一郎 オガサワラ　タツイチロウ ＮＪＴＣ 7874 男子（50歳以上）ダブルス 希望する

30 3256 篠崎　秀幸 シノザキヒデユキ 三菱ケミカル・筑波 1679 男子（50歳以上）ダブルス 希望する

30 1679 三富正行 ミトミマサユキ 三菱ケミカル・筑波 3256 男子（50歳以上）ダブルス 希望する

128 1731 藤由亨 フジヨシトオル ベイリーフ G20002 1721 男子（50歳以上）ダブルス 希望する

128 1721 木川眞 キカワマコト ベイリーフ 1731 男子（50歳以上）ダブルス 希望する

11 447 清水信一 シミズシンイチ 日立ＡＭＳ佐和テニス部（略称：日立佐和）G10763 男子（55歳以上）シングルス 希望しない
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26 7563 近藤伸之 コンドウノブユキ 個人登録 男子（55歳以上）シングルス 希望する

48 4762 村上　佳裕 ムラカミ　ヨシヒロ アステラス製薬 G22433 男子（55歳以上）シングルス 希望する

66 217 鈴木健文 スズキタケフミ ＨｉＩＣＳテニス部 G22306 男子（55歳以上）シングルス 希望しない

73 1805 浅野哲 アサノサトシ パサニアＴＣ G16690 男子（55歳以上）シングルス 希望する

74 7880 篠崎　光男 シノザキ　ミツオ パサニアＴＣ 男子（55歳以上）シングルス 希望する

77 672 石井進 イシイススム 見川フリー G19250 男子（55歳以上）シングルス 希望する

81 275 永井勲 ナガイイサオ 原子力機構原科研 G20724 男子（55歳以上）シングルス 希望する

84 2230 岡野次夫 オカノツギオ 守谷ＴＣ G06288 男子（55歳以上）シングルス 希望しない

86 2238 蓮沼孝 ハスヌマタカシ 守谷ＴＣ G00157 男子（55歳以上）シングルス 希望しない

113 1130 福田恒雄 フクダツネオ スウィング 男子（55歳以上）シングルス 希望する

123 7694 平野　一彦 ヒラノカズヒコ 結城ＴＣ 男子（55歳以上）シングルス 希望する

136 7774 川崎　裕通 カワサキ　ヒロユキ ベイリーフ 男子（55歳以上）シングルス 希望する

142 2102 庄司喜文 ショウジヨシフミ 原子力機構大洗 G20737 男子（55歳以上）シングルス 希望する

150 7121 両角明博 モロズミアキヒロ 個人登録 G17598 男子（55歳以上）シングルス 希望しない

153 7228 河野　泰広 カワノ　ヤスヒロ 茎崎テニスクラブ 男子（55歳以上）シングルス 希望する

180 1902 高塚優 タカツカユタカ ＴＰ波崎 Ｇ16696 男子（55歳以上）シングルス 希望する

5 544 大金勤 オオガネツトム 日立ＨＴ 545 男子（55歳以上）ダブルス 希望しない

5 545 河野将孝 カワノマサタカ 日立ＨＴ 544 男子（55歳以上）ダブルス 希望しない

79 672 石井進 イシイススム 見川フリー G19250 447 男子（55歳以上）ダブルス 希望する

79 447 清水信一 シミズシンイチ 日立佐和 G10763 672 男子（55歳以上）ダブルス 希望する

89 2230 岡野次夫 オカノツギオ 守谷ＴＣ G06288 2238 男子（55歳以上）ダブルス 希望しない

89 2238 蓮沼孝 ハスヌマタカシ 守谷ＴＣ G00157 2230 男子（55歳以上）ダブルス 希望しない

91 2244 三宅博章 ミヤケヒロアキ 守谷ＴＣ 4290 男子（55歳以上）ダブルス 希望しない

91 4290 佐多　淳一 サタ　ジュンイチ 守谷ＴＣ 2244 男子（55歳以上）ダブルス 希望しない

98 1759 山角 法雄 ヤマカド　ノリオ キヤノン 5254 男子（55歳以上）ダブルス 希望しない

98 5254 津野 文丈 ツノ　フミタケ キヤノン 1759 男子（55歳以上）ダブルス 希望しない

178 2378 大木啓治 オオキケイジ 真壁テニスクラブ 2381 男子（55歳以上）ダブルス 希望する

178 2381 五十嵐貴裕 イガラシタカヒロ 真壁ＴＣ G19022 2378 男子（55歳以上）ダブルス 希望する

1 7791 山形朝義 ヤマガタトモヨシ 個人登録 男子（60歳以上）シングルス 希望する

17 6915 平田　東助 ヒラタトウスケ ＮＪＴＣ 男子（60歳以上）シングルス 希望する

34 1879 宗形信二 ムナカタシンジ 日本製鉄（株）東日本製鉄所（鹿島地区）　硬式テニス部G20332 男子（60歳以上）シングルス 希望する

37 7720 髙木　宏己 タカギ　ヒロミ ＪＡＣ 男子（60歳以上）シングルス 希望する

41 1215 由利哲美 ユリテツミ ＮＩＭＳテニスクラブ G00135 男子（60歳以上）シングルス 希望する

42 5406 藤田大介 フジタダイスケ ＮＩＭＳテニスクラブ 男子（60歳以上）シングルス 希望する

43 1224 黒田聖治 クロダセイジ ＮＩＭＳテニスクラブ 男子（60歳以上）シングルス 希望する

68 7522 西　憲久 ニシ　ノリヒサ パサニアＴＣ G23644 男子（60歳以上）シングルス 希望する

72 1804 高野勝 タカノマサル パサニアＴＣ 男子（60歳以上）シングルス 希望する

102 7775 鈴木　基二朗 スズキモトジロウ 水戸グリーンテニスクラブ 男子（60歳以上）シングルス 希望する
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106 567 田代貢三郎 タシロコウザブロウ ネットイン 男子（60歳以上）シングルス 希望しない

107 568 米川清 ヨネカワキヨシ ネットイン 男子（60歳以上）シングルス 希望しない

119 7782 野澤　宏 ノザワヒロシ 結城ＴＣ 男子（60歳以上）シングルス 希望する

140 2426 郡司力 グンジチカラ 原子力機構大洗 男子（60歳以上）シングルス 希望する

141 2101 米川実 ヨネカワミノル 原子力機構大洗 G17170 男子（60歳以上）シングルス 希望する

145 7870 山岡和純 ヤマオカカズミ 個人登録 G23751 男子（60歳以上）シングルス 希望する

146 1714 武田厚 タケダアツシ 個人登録 G17309 男子（60歳以上）シングルス 希望しない

147 7204 植竹和彦 ウエタケカズヒコ 個人登録 G22272 男子（60歳以上）シングルス 希望しない

2 7791 山形朝義 ヤマガタトモヨシ 個人登録 7526 男子（60歳以上）ダブルス 希望する

2 7526 瀧澤達嗣 タキザワタツシ undefined 7791 男子（60歳以上）ダブルス 希望する

39 4613 荒川　尋 アラカワ　ヒロム ＪＡＣ 7720 男子（60歳以上）ダブルス 希望する

39 7720 髙木　宏己 タカギ　ヒロミ ＪＡＣ 4613 男子（60歳以上）ダブルス 希望する

104 567 田代貢三郎 タシロコウザブロウ ネットイン 568 男子（60歳以上）ダブルス 希望する

104 568 米川清 ヨネカワキヨシ ネットイン 567 男子（60歳以上）ダブルス 希望する

117 7782 野澤　宏 ノザワヒロシ 結城ＴＣ 7875 男子（60歳以上）ダブルス 希望する

117 7875 黒須　良郎 クロス　ヨシロウ 結城ＴＣ 7782 男子（60歳以上）ダブルス 希望する

143 2426 郡司力 グンジチカラ 原子力機構大洗 2108 男子（60歳以上）ダブルス 希望する

143 2108 飯田晃一 イイダコウイチ 原子力機構大洗 2426 男子（60歳以上）ダブルス 希望する

12 4768 西谷昭 ニシタニアキラ 日立ＡＭＳ佐和テニス部（略称：日立佐和）G23700 男子（65歳以上）シングルス 希望しない

22 1501 小林尚武 コバヤシナオタケ 松代倶楽部 男子（65歳以上）シングルス 希望する

62 753 大塚正 オオツカタダシ 美野里ＴＣ 男子（65歳以上）シングルス 希望する

67 7523 天野　新一 アマノ　シンイチ パサニアＴＣ G19198 男子（65歳以上）シングルス 希望する

70 3204 加固　満寿男 カコ　マスオ パサニアＴＣ G18218 男子（65歳以上）シングルス 希望する

85 4808 関　敏秀 セキ　トシヒデ 守谷ＴＣ G09581 男子（65歳以上）シングルス 希望しない

103 901 村田末博 ムラタスエヒロ 水戸グリーンテニスクラブ 男子（65歳以上）シングルス 希望する

114 1134 平岡俊夫 ヒラオカトシオ スウィング 男子（65歳以上）シングルス 希望する

125 7691 辻　幸夫 ツジユキオ 結城ＴＣ G18187 男子（65歳以上）シングルス 希望する

137 6917 安田　幸博 ヤスダユキヒロ ベイリーフ G20019 男子（65歳以上）シングルス 希望する

138 6462 岩元　隆一 イワモト　リュウイチ ベイリーフ G17512 男子（65歳以上）シングルス 希望する

139 2097 柴田光 シバタコウ 原子力機構大洗 G24207 男子（65歳以上）シングルス 希望する

151 1437 井上　辰男 イノウエ　タツオ 茎崎テニスクラブ G20977 男子（65歳以上）シングルス 希望する

156 5901 齋藤　輝一 サイトウ　テルカズ 茨城県シニアテニス連盟 G20784 男子（65歳以上）シングルス 希望する

157 6603 小倉　秀 オグラ　ヒロシ 茨城県シニアテニス連盟 G16718 男子（65歳以上）シングルス 希望する

158 7879 渡辺　吉幸 ワタナベヨシユキ 茨城県シニアテニス連盟 男子（65歳以上）シングルス 希望しない

184 7020 菅原正三 スガワラショウゾウ アドバンストクラブ 男子（65歳以上）シングルス 希望する

185 4739 大熊　勝 オオクママサル アドバンストクラブ G22689 男子（65歳以上）シングルス 希望しない

186 2112 関　成一 セキセイイチ 見川フリー 男子（65歳以上）シングルス 希望する

87 4808 関　敏秀 セキ　トシヒデ 守谷ＴＣ G09581 6083 男子（65歳以上）ダブルス 希望しない
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87 6083 ジェフリー　金本 ジェフリー　カネモト 守谷ＴＣ G17751 4808 男子（65歳以上）ダブルス 希望しない

130 6917 安田　幸博 ヤスダユキヒロ ベイリーフ G20019 6462 男子（65歳以上）ダブルス 希望する

130 6462 岩元　隆一 イワモト　リュウイチ ベイリーフ G16718 6917 男子（65歳以上）ダブルス 希望する

166 5901 齋藤　輝一 サイトウ　テルカズ 茨城県シニアテニス連盟 G20784 6603 男子（65歳以上）ダブルス 希望する

166 6603 小倉　秀 オグラ　ヒロシ シニア連盟 G16718 5901 男子（65歳以上）ダブルス 希望する

187 4739 大熊　勝 オオクママサル アドバンストクラブ G22689 1722 男子（65歳以上）ダブルス 希望しない

187 1722 中野正和 ナカノマサカズ ベイリーフテニスクラブ 4749 男子（65歳以上）ダブルス 希望しない

47 7618 大嶋　和行 オオシマカズユキ 鹿嶋クラブ 男子（70歳以上）シングルス 希望する

76 3092 相川祐史 アイカワヒロシ 見川フリー 男子（70歳以上）シングルス 希望する

120 2189 冨山重男 トミヤマシゲオ 結城ＴＣ 男子（70歳以上）シングルス 希望する

152 1445 矢須　義春 ヤス　ヨシハル 茎崎テニスクラブ 男子（70歳以上）シングルス 希望する

159 6081 岡野　静夫 オカノシズオ 茨城県シニアテニス連盟 G12531 男子（70歳以上）シングルス 希望しない

160 6224 崎田　廣造 サキタ　コウゾウ 茨城県シニアテニス連盟 男子（70歳以上）シングルス 希望しない

161 7416 内田　利一 ウチダ　リイチ 茨城県シニアテニス連盟 男子（70歳以上）シングルス 希望する

162 3280 渡辺博 ワタナベヒロシ 茨城県シニアテニス連盟 男子（70歳以上）シングルス 希望しない

189 7876 小野寺勝郎 オノデラカツロウ アドバンストクラブ 男子（70歳以上）シングルス 希望しない

190 4593 椎橋　能久 シイバシヨシヒサ アドバンストクラブ G19917 男子（70歳以上）シングルス 希望しない

191 1198 中沢正美 ナカザワマサミ 個人会員 G22455 男子（70歳以上）シングルス 希望する

192 1591 小野雅司 オノマサジ 個人会員 男子（70歳以上）シングルス 希望する

20 1657 大道学 オオミチマナブ 取手市民硬式テニスクラブ 4570 男子（70歳以上）ダブルス 希望する 65歳へ移行

20 4570 中野　善郎 ナカノ　ヨシオ シニア連盟 1657 男子（70歳以上）ダブルス 希望する 65歳へ移行

172 3194 向高祐邦 ムカタカスケクニ 茨城県シニアテニス連盟 G16227 1355 男子（70歳以上）ダブルス 希望しない 不成立

172 1355 山口成夫 ヤマグチシゲオ シニア連盟 G21797 3194 男子（70歳以上）ダブルス 希望しない 不成立

71 1808 北澤宏 キタザワヒロシ パサニアＴＣ G14727 男子（75歳以上）シングルス 希望する

75 2187 高野勇 タカノイサム 結城ＴＣ G22203 男子（75歳以上）シングルス 希望する

121 2185 北城勝栄 キタジョウショウエイ 結城ＴＣ G12340 男子（75歳以上）シングルス 希望する

122 2777 藁科誠 ワラシナマコト 結城ＴＣ G11990 男子（75歳以上）シングルス 希望する

163 621 小林義広 コバヤシヨシヒロ 茨城県シニアテニス連盟 G10480 男子（75歳以上）シングルス 希望しない

193 4740 松原秀夫 マツバラヒデオ アドバンストクラブ G24081 男子（75歳以上）シングルス 希望しない

194 7421 豊田紀行 トヨダノリユキ アドバンストクラブ G23373 男子（75歳以上）シングルス 希望しない

115 2185 北城勝栄 キタジョウショウエイ 結城ＴＣ G12340 2777 男子（75歳以上）ダブルス 希望する

115 2777 藁科誠 ワラシナマコト 結城ＴＣ G11990 2185 男子（75歳以上）ダブルス 希望する

154 1440 川島　彬 カワシマ　アキラ 茎崎テニスクラブ 7245 男子（75歳以上）ダブルス 希望する

154 7245 中釜　忠道 ナカガマ　タダミチ 茎崎ＴＣ 1440 男子（75歳以上）ダブルス 希望する

168 1603 板倉八紘 イタクラヤツシロ 茨城県シニアテニス連盟 1650 男子（75歳以上）ダブルス 希望する

168 1650 高野文雄 タカノフミオ 取手市民 1603 男子（75歳以上）ダブルス 希望する

195 4740 松原秀夫 マツバラヒデオ アドバンストクラブ G24081 7421 男子（75歳以上）ダブルス 希望しない
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195 7421 豊田紀行 トヨダノリユキ アドバンストクラブ G23373 4740 男子（75歳以上）ダブルス 希望しない

197 4593 椎橋　能久 シイバシヨシヒサ アドバンストクラブ G19917 3296 男子（75歳以上）ダブルス 希望しない

197 3296 沼田義男 ヌマタヨシヒサ 守谷ＴＣ G21139 4593 男子（75歳以上）ダブルス 希望しない

13 454 直井啓吾 ナオイケイゴ 日立ＡＭＳ佐和テニス部（略称：日立佐和）G14633 男子（80歳以上）シングルス 希望しない

164 626 朝日光重 アサヒミツシゲ 茨城県シニアテニス連盟 男子（80歳以上）シングルス 希望しない

165 4226 吉田　朋正 ヨシダ　トモマサ 茨城県シニアテニス連盟 G19098 男子（80歳以上）シングルス 希望する

170 7696 高島　教一郎 タカシマキョウイチロウ 茨城県シニアテニス連盟 7878 男子（80歳以上）ダブルス 希望しない 不成立

170 7878 井坂　暢郎 イサカノブロウ シニア連盟 7696 男子（80歳以上）ダブルス 希望しない 不成立


