
No 県登録No 姓 フリカナ 所属クラブ JTA登録No ペア選手No 種目 低年齢クラス出場

328 6591 星 沙織 ホシ　サオリ 北茨城市テニス協会 L20201 女子（40歳以上）シングルス 希望する 不成立

221 3945 山本　章代 ヤマモト　フミヨ ＴＰ波崎 女子（50歳以上）シングルス 希望する

317 6919 杉本　慶子 スギモトケイコ バンブー・シュート 女子（50歳以上）シングルス 希望する

320 1900 塩冶知子 エンナトモコ ＴＰ波崎 L19349 女子（50歳以上）シングルス 希望する

298 7225 張替勝美 ハリガエカツミ Ｔ－１ 1900 女子（50歳以上）ダブルス 希望する

298 1900 塩冶知子 エンナトモコ ＴＰ波崎 7225 女子（50歳以上）ダブルス *

294 243 久光明子 ヒサミツアキコ フリーダム 181 女子（55歳以上）ダブルス 希望する 50歳へ移行

294 181 川上昭子 カワカミアキコ フリーダム 243 女子（55歳以上）ダブルス * 50歳へ移行

325 8133 鈴木　あけみ スズキ　アケミ エーステニスアカデミー 8134 女子（55歳以上）ダブルス 希望する 50歳へ移行

325 8134 野田　佳代子 ノダ　カヨコ エースＴＡ 8133 女子（55歳以上）ダブルス * 50歳へ移行

310 7288 村山　雄亮 ムラヤマ　ユウスケ 守谷ＴＣ 男子（35歳以上）シングルス 希望しない

316 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 希望しない

333 7293 小川隆 オガワリュウ 個人登録 男子（35歳以上）シングルス 希望する

336 5586 大熊　貴行 オオクマ　タカユキ 昭和電工マテリアルズ山崎 男子（35歳以上）シングルス 希望する

352 8119 松本敬一郎 マツモトケイイチロウ 個人登録 G24737 男子（35歳以上）シングルス 希望する

353 8148 早川　伍 ハヤカワアツム 個人登録 男子（35歳以上）シングルス 希望する

334 5586 大熊　貴行 オオクマ　タカユキ 昭和電工マテリアルズ山崎 5371 男子（35歳以上）ダブルス 希望する 不成立

334 5371 名越　俊昌 ナゴシ　トシマサ 昭和電工マテリアルズ山崎 5586 男子（35歳以上）ダブルス * 不成立

183 3251 斉藤靖英 サイトウヤスヒデ 松代倶楽部 男子（40歳以上）シングルス 希望する

280 7984 日出　衛 ヒデマモル ベイリーフ 男子（40歳以上）シングルス 希望する

319 6836 三浦 秀介 ミウラ　シュウスケ キヤノン 男子（40歳以上）シングルス 希望する

332 7998 原澤雄矢 ハラサワユウヤ 個人登録 男子（40歳以上）シングルス 希望する

184 4924 村関和之 ムラセキカズユキ 松代倶楽部 男子（45歳以上）シングルス 希望する

252 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

262 7924 池田　大作 イケダ　ダイサク 日立Ａｓｔｅｍｏ佐和テニス部（略称：日立佐和） 男子（45歳以上）シングルス 希望しない

300 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

318 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 希望する

321 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

340 7877 三加崇 サンガタカシ 個人登録 男子（45歳以上）シングルス 希望する

344 6449 大塚栄一 オオツカエイイイチ 個人登録 男子（45歳以上）シングルス 希望する

285 2666 中村賢二 ナカムラケンジ サンスポーツテニスクラブ 6086 男子（45歳以上）ダブルス 希望しない 不成立

285 6086 日置　豊 ヘキ　ユタカ サンスポーツ 2666 男子（45歳以上）ダブルス 希望しない 不成立

338 4050 関　克己 セキ　カツミ 常陽銀行テニス部 7820 男子（45歳以上）ダブルス 希望する 不成立

338 7820 椎名隆泰 シイナタカヤス undefined 4050 男子（45歳以上）ダブルス * 不成立

192 1881 北坂亨 キタサカトオル 日本製鉄鹿島硬式テニス部 G00664 男子（50歳以上）シングルス 希望する



213 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 希望する

219 2266 青野亮彦 アオノアキヒコ スウィングＴＣ 男子（50歳以上）シングルス 希望する

258 3256 篠崎　秀幸 シノザキヒデユキ 三菱ケミカル・筑波 男子（50歳以上）シングルス 希望する

259 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

263 457 大杉幹雄 オオスギミキオ 日立Ａｓｔｅｍｏ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

272 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

277 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

278 3036 小林淳夫 コバヤシアツオ ＮＪＴＣ 男子（50歳以上）シングルス 希望する

303 7409 黒江　真行 クロエ　マサユキ Ｔ－１ 男子（50歳以上）シングルス 希望する

307 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

315 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

351 2104 後藤実 ゴトウミノル 原子力機構大洗テニスクラブ 男子（50歳以上）シングルス 希望する

216 3647 堀内 伸一郎 ホリウチ　シンイチロウ 日立大みか 143 男子（50歳以上）ダブルス 希望する

216 143 清水 康生 シミズ　ヤスオ ＨｉＩＣＳ 3647 男子（50歳以上）ダブルス 希望する

256 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

256 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

260 437 中野祐二 ナカノユウジ 日立Ａｓｔｅｍｏ佐和テニス部（略称：日立佐和） G09112 457 男子（50歳以上）ダブルス 希望する

260 457 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 希望する

330 3282 片山　智彦 カタヤマトモヒコ ＭＧＴＣ 1881 男子（50歳以上）ダブルス 希望する

330 1881 北坂亨 キタサカトオル 日本製鉄鹿島硬式テニス部 M0000664 3282 男子（50歳以上）ダブルス *

345 8115 高萩陽一 タカハギヨウイチ 個人登録 8118 男子（50歳以上）ダブルス 希望する

345 8118 芝原友幸 シバハラトモユキ undefined 8115 男子（50歳以上）ダブルス 希望する

197 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

212 7971 甲斐　たかし カイタカシ 結城ＴＣ 男子（55歳以上）シングルス 希望する

222 8146 篠塚正生 シノツカマサオ 個人登録 G24943 男子（55歳以上）シングルス 希望する

253 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

267 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

296 275 永井勲 ナガイイサオ 原子力機構原科研テニス部 G20724 男子（55歳以上）シングルス 希望する

297 290 若井栄一 ワカイエイイチ 原子力機構原科研 G12820 男子（55歳以上）シングルス 希望する

324 962 関山実 セキヤマミノル ＪＡＣ 男子（55歳以上）シングルス 希望しない

337 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

350 2102 庄司喜文 ショウジヨシフミ 原子力機構大洗テニスクラブ G20737 男子（55歳以上）シングルス 希望する

214 148 松田 洋一 マツダ　ヨウイチ 日立大みか 726 男子（55歳以上）ダブルス 希望する 50歳へ移行

214 726 合原義人 アイハラヨシト 見川フリー 148 男子（55歳以上）ダブルス 希望する 50歳へ移行

342 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 50歳へ移行

342 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 50歳へ移行



175 724 大高誠 オオタカマコト フソウＴＣ G20577 男子（60歳以上）シングルス 希望する

185 1508 成田修 ナリタオサム 松代倶楽部 男子（60歳以上）シングルス 希望する

189 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

191 1879 宗形信二 ムナカタシンジ 日本製鉄鹿島硬式テニス部 G20332 男子（60歳以上）シングルス 希望する

198 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

200 1805 浅野哲 アサノサトシ パサニアＴＣ G16690 男子（60歳以上）シングルス 希望する

203 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

204 567 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

207 7694 平野　一彦 ヒラノカズヒコ 結城ＴＣ 男子（60歳以上）シングルス 希望する

208 7782 野澤　宏 ノザワヒロシ 結城ＴＣ G24531 男子（60歳以上）シングルス 希望する

209 7875 黒須　良郎 クロス　ヨシロウ 結城ＴＣ 男子（60歳以上）シングルス 希望する

220 1714 武田厚 タケダアツシ 個人登録 男子（60歳以上）シングルス 希望しない

228 7208 星田洋一 ホシダヨウイチ 個人登録 7208 男子（60歳以上）シングルス 希望する

251 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

264 447 清水信一 シミズシンイチ 日立Ａｓｔｅｍｏ佐和テニス部（略称：日立佐和） G10763 男子（60歳以上）シングルス 希望しない

271 672 石井進 イシイススム 見川フリー G19250 男子（60歳以上）シングルス 希望する

279 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

311 2230 岡野次夫 オカノツギオ 守谷ＴＣ G06288 男子（60歳以上）シングルス 希望しない

312 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

313 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

323 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

327 7780 渡辺　晃憲 ワタナベ　ミツノリ 北茨城市テニス協会 G22976 男子（60歳以上）シングルス 希望しない

329 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

348 2426 郡司力 グンジチカラ 原子力機構大洗テニスクラブ 男子（60歳以上）シングルス 希望する

349 2101 米川実 ヨネカワミノル 原子力機構大洗テニスクラブ G17170 男子（60歳以上）シングルス 希望する

193 1879 宗形信二 ムナカタシンジ 日本製鉄鹿島硬式テニス部 G20332 6892 男子（60歳以上）ダブルス 希望する

193 6892 宮尾　明博 ミヤオアキヒロ 日本製鉄鹿島硬式テニス部 G23031 1879 男子（60歳以上）ダブルス 希望する

201 1804 高野勝 タカノマサル パサニアＴＣ 7720 男子（60歳以上）ダブルス 希望する

201 7720 髙木　宏己 タカギ　ヒロミ ＪＡＣ 1804 男子（60歳以上）ダブルス 希望する

205 7782 野澤　宏 ノザワヒロシ 結城ＴＣ G24531 7875 男子（60歳以上）ダブルス 希望する

205 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

249 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

249 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

275 672 石井進 イシイススム 見川フリー G19250 447 男子（60歳以上）ダブルス 希望する

275 447 清水信一 シミズシンイチ 日立佐和 M10763 672 男子（60歳以上）ダブルス 希望する

308 2238 蓮沼孝 ハスヌマタカシ 守谷ＴＣ G00157 1714 男子（60歳以上）ダブルス 希望しない



308 1714 武田厚 タケダアツシ undefined G17309 2238 男子（60歳以上）ダブルス *

177 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 希望しない

186 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

199 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

218 1134 平岡俊夫 ヒラオカトシオ スウィングＴＣ 男子（65歳以上）シングルス 希望する

238 7969 砂川　和彦 スナガワ　カズヒコ シニア連盟 G22867 男子（65歳以上）シングルス 希望する

265 4768 西谷昭 ニシタニアキラ 日立Ａｓｔｅｍｏ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

269 680 小島光悦 コジマコウエツ 見川フリー G15802 男子（65歳以上）シングルス 希望する

270 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

281 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

287 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

306 7997 八木　行雄 ヤギ　ユキオ Ｔ－１ 男子（65歳以上）シングルス 希望する

314 1224 黒田聖治 クロダセイジ ＮＩＭＳテニスクラブ 男子（65歳以上）シングルス 希望する

341 753 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

347 2097 柴田光 シバタコウ 原子力機構大洗テニスクラブ G24207 男子（65歳以上）シングルス 希望する

179 1438 岡崎　昇 オカザキ　ノボル 茎崎テニスクラブ 7687 男子（65歳以上）ダブルス 希望しない

179 7687 大沼　幸太郎 オオヌマコウタロウ 茎崎ＴＣ 1438 男子（65歳以上）ダブルス 希望しない

226 1655 渡部岩男 ワタナベイワオ 取手市民 2958 男子（65歳以上）ダブルス 希望する

226 2958 一戸英一 イチノヘエイイチ 取手市民 1655 男子（65歳以上）ダブルス 希望する

273 680 小島光悦 コジマコウエツ 見川フリー G15802 2112 男子（65歳以上）ダブルス 希望する

273 2112 関成一 セキセイイチ 見川フリー 680 男子（65歳以上）ダブルス 希望する

304 7996 関根　智幸 セキネ　トモユキ Ｔ－１ 7997 男子（65歳以上）ダブルス 希望する

304 7997 八木　行雄 ヤギ　ユキオ Ｔ－１ 7996 男子（65歳以上）ダブルス *

176 6465 相浦　秋夫 サウラ　アキオ フソウＴＣ G22942 男子（70歳以上）シングルス 希望する

178 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 希望しない

190 901 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（70歳以上）シングルス 希望する

196 1802 田嶋修二 タジマシュウジ パサニアＴＣ G00226 男子（70歳以上）シングルス 希望する

210 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

223 8131 大橋勝晴 オオハシマサハル 個人登録 G24794 男子（70歳以上）シングルス 希望する

231 6081 岡野　静夫 オカノシズオ シニア連盟 G12531 男子（70歳以上）シングルス 希望しない

232 6224 崎田　廣造 サキタ　コウゾウ シニア連盟 男子（70歳以上）シングルス 希望する

233 3280 渡辺博 ワタナベヒロシ シニア連盟 G09599 男子（70歳以上）シングルス 希望する

234 5521 小野田隆義 オノダタカヨシ シニア連盟 G13602 男子（70歳以上）シングルス 希望しない

235 7416 内田　利一 ウチダ　リイチ シニア連盟 男子（70歳以上）シングルス 希望する

268 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

282 1722 中野正和 ナカノマサカズ ベイリーフ 男子（70歳以上）シングルス 希望する



288 4593 椎橋能久 シイハシヨシヒサ 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

289 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

322 8144 後藤　博仁 ゴトウ　ヒロヒト ＪＡＣ 男子（70歳以上）シングルス 希望する

187 901 村田末博 ムラタスエヒロ 水戸グリーンテニスクラブ 6613 男子（70歳以上）ダブルス 希望する

187 6613 飛田貞雄 トビタダサオ 水戸グリーン 901 男子（70歳以上）ダブルス 希望する

224 1657 大道学 オオミチマナブ 取手市民 4570 男子（70歳以上）ダブルス 希望する

224 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

247 6224 崎田　廣造 サキタ　コウゾウ シニア連盟 3280 男子（70歳以上）ダブルス 希望する

247 3280 渡辺博 ワタナベヒロシ シニア連盟 G09599 6224 男子（70歳以上）ダブルス 希望する

283 1722 中野正和 ナカノマサカズ ベイリーフ 7876 男子（70歳以上）ダブルス 希望する

283 7876 小野寺　勝郎 オノデラカツロウ アドバンストクラブ 1722 男子（70歳以上）ダブルス 希望する

292 4593 椎橋能久 シイハシヨシヒサ アドバンストクラブ G19917 3296 男子（70歳以上）ダブルス 希望しない

292 3296 沼田　義男 ヌマタヨシオ 守谷ＴＣ G21139 4593 男子（70歳以上）ダブルス 希望しない

195 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

211 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

237 1603 板倉八紘 イタクラヤツシロ シニア連盟 男子（75歳以上）シングルス 希望しない

290 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

291 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

239 1603 板倉八紘 イタクラヤツシロ シニア連盟 1650 男子（75歳以上）ダブルス 希望する 70歳へ移行

239 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 70歳へ移行

243 3726 橋爪紀勝 ハシヅメトシカツ シニア連盟 7787 男子（75歳以上）ダブルス 希望しない 不成立

243 7787 脇坂　登喜男 ワキサカトキオ シニア連盟 3726 男子（75歳以上）ダブルス 希望しない 不成立

230 626 朝日光重 アサヒミツシゲ シニア連盟 男子（80歳以上）シングルス 希望しない

236 4226 吉田　朋正 ヨシダ　トモマサ シニア連盟 G19098 男子（80歳以上）シングルス 希望しない

266 454 直井啓吾 ナオイケイゴ 日立Ａｓｔｅｍｏ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

181 1440 川島　彬 カワシマ　アキラ 茎崎テニスクラブ 7245 男子（80歳以上）ダブルス 希望しない

181 7245 中釜　忠道 ナカガマ　タダミチ 茎崎ＴＣ 1440 男子（80歳以上）ダブルス 希望しない

241 4226 吉田　朋正 ヨシダ　トモマサ シニア連盟 G19098 630 男子（80歳以上）ダブルス 希望する

241 630 伊藤岑次 イトウミネツグ シニア連盟 4226 男子（80歳以上）ダブルス 希望する

254 7696 高島　教一郎 タカシマキョウイチロウ シニア連盟 8150 男子（80歳以上）ダブルス 希望しない

254 8150 相原　賢 アイハラ　マサル シニア連盟 7696 男子（80歳以上）ダブルス 希望しない


