
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

116 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

30 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 確認

140 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 確認

28 5514 長山　礼子 ナガヤマ　レイコ バンブー・シュート 5531 女子（50歳以上）ダブルス 希望する

28 5531 髙梨　好美 タカナシ　ヨシミ 鹿嶋クラブ 5514 女子（50歳以上）ダブルス 希望する

172 1900 塩冶知子 エンナトモコ ＴＰ波崎 5181 女子（50歳以上）ダブルス 希望する

172 5181 渡辺洋美 ワタナベヒロミ 水戸グリーン 1900 女子（50歳以上）ダブルス *

168 8133 鈴木　あけみ スズキ　アケミ エースＴＡ 8134 女子（55歳以上）ダブルス 希望する

168 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 希望する

143 976 小関るり子 オゼキルリコ ＪＡＣ 女子（70歳以上）シングルス 希望する 不成立

71 7984 日出　衛 ヒデマモル ベイリーフ 男子（35歳以上）シングルス 希望する

86 8235 五十畑　慶一 イソハタ　ケイイチ 美野里ＴＣ 男子（35歳以上）シングルス 希望しない

139 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

150 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

159 7288 村山　雄亮 ムラヤマ　ユウスケ 守谷ＴＣ G25172 男子（35歳以上）シングルス 希望する

174 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 希望しない

146 961 塚原新 ツカハラハジメ ＪＡＣ 7835 男子（40歳以上）ダブルス 希望する 不成立

146 7835 辻元繁也 ツジモトシゲナリ 個人登録 961 男子（40歳以上）ダブルス 希望する 不成立

166 813 穐山秀延 アキヤマヒデノブ エーステニスアカデミー 6563 男子（40歳以上）ダブルス 希望する 不成立

166 6563 永作　洋平 ナガサク　ヨウヘイ マス・ガイアＴＣ 813 男子（40歳以上）ダブルス 希望する 不成立

72 7982 吉武　朋彦 ヨシタケトモヒコ ベイリーフ 男子（45歳以上）シングルス 希望する

100 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

121 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

122 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

138 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

154 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

18 1995 小川貴弘 オガワタカヒロ ＮＪＴＣ 1361 男子（45歳以上）ダブルス 希望する

18 1361 濱田重彦 ハマダシゲヒコ 農林筑波 1995 男子（45歳以上）ダブルス 希望する

119 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

119 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



155 2392 坂入和博 サカイリカズヒロ 真壁テニスクラブ 2382 男子（45歳以上）ダブルス 希望する

155 2382 増渕実 マスブチミノル 真壁ＴＣ 2392 男子（45歳以上）ダブルス 希望する

15 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

20 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

21 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

49 2431 菅谷篤志 スガヤアツシ 原子力機構サイクル研テニスクラブ 男子（50歳以上）シングルス 希望する

54 6910 山口　晋 ヤマグチススム ベイリーフ G24757 男子（50歳以上）シングルス 希望する

55 6909 中村　祐二 ナカムラユウジ ベイリーフ G24779 男子（50歳以上）シングルス 希望する

63 7983 塩崎　幸永 シオザキユキナガ ベイリーフ 男子（50歳以上）シングルス 希望する

64 8056 星　浩 ホシヒロシ ベイリーフ G24783 男子（50歳以上）シングルス 希望する

75 176 寺山勝則 テラヤマカツノリ ＢＫＳ－Ｔ 男子（50歳以上）シングルス 希望する

78 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

79 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

87 759 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

88 760 高森洋 タカモリヒロシ 美野里ＴＣ 男子（50歳以上）シングルス 希望する

91 5563 平田　繁生 ヒラタ　シゲオ マス・ガイアＴＣ G24372 男子（50歳以上）シングルス 希望しない

92 8326 武田　龍太郎 タケダ　リュウタロウ マス・ガイアＴＣ G24947 男子（50歳以上）シングルス 希望しない

99 1785 佐藤 彰洋 サトウ　アキヒロ キヤノン G22135 男子（50歳以上）シングルス 希望しない

102 8328 渡辺　武彦 ワタナベタケヒコ ベイリーフ 男子（50歳以上）シングルス 希望する

117 7380 鹿内勝己 シカウチカツミ Ｔ－１ 男子（50歳以上）シングルス 希望する

126 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

130 2104 後藤実 ゴトウミノル 原子力機構大洗 男子（50歳以上）シングルス 希望する

149 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

16 6232 小笠原　達一郎 オガサワラ　タツイチロウＮＪＴＣ 8115 男子（50歳以上）ダブルス 希望する

16 8115 高萩陽一 タカハギヨウイチ 個人登録 6232 男子（50歳以上）ダブルス 希望する

56 6910 山口　晋 ヤマグチススム ベイリーフ G24757 6909 男子（50歳以上）ダブルス 希望する

56 6909 中村　祐二 ナカムラユウジ ベイリーフ G24779 6910 男子（50歳以上）ダブルス 希望する

76 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

76 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

93 8326 武田　龍太郎 タケダ　リュウタロウ マス・ガイアＴＣ G24947 5563 男子（50歳以上）ダブルス 希望しない

93 5563 平田　繁生 ヒラタ　シゲオ マス・ガイアＴＣ G24372 8326 男子（50歳以上）ダブルス 希望しない



103 7983 塩崎　幸永 シオザキユキナガ ベイリーフ 8328 男子（50歳以上）ダブルス 希望する

103 8328 渡辺　武彦 ワタナベタケヒコ ベイリーフ 7983 男子（50歳以上）ダブルス 希望する

132 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

132 143 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

3 7988 近藤　伸之 コンドウノブユキ ＦｕｎｔｏＴｅｎｎｉｓ 男子（55歳以上）シングルス 希望する

4 8321 樽井　由孝 タルイヨシタカ ＦｕｎｔｏＴｅｎｎｉｓ 男子（55歳以上）シングルス 希望する

24 8239 佐藤　広三 サトウ　コウゾウ 日立Ａｓｔｅｍｏ佐和テニス部（略称：日立佐和） 男子（55歳以上）シングルス 希望しない

32 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

67 1731 藤由亨 フジヨシトオル ベイリーフ G24679 男子（55歳以上）シングルス 希望する

68 1721 木川眞 キカワマコト ベイリーフ 男子（55歳以上）シングルス 希望する

85 7971 甲斐　たかし カイタカシ 結城テニスクラブ 男子（55歳以上）シングルス 希望する

101 1759 山角 法雄 ヤマカド　ノリオ キヤノン 男子（55歳以上）シングルス 希望しない

105 3851 川島功 カワシマイサオ 見川フリー 男子（55歳以上）シングルス 希望しない

131 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

142 290 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

160 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 希望する

170 217 鈴木健文 スズキタケフミ ＨｉＩＣＳ G22306 男子（55歳以上）シングルス 希望する

175 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

69 1731 藤由亨 フジヨシトオル ベイリーフ G24679 1721 男子（55歳以上）ダブルス 希望する

69 1721 木川眞 キカワマコト ベイリーフ 1731 男子（55歳以上）ダブルス 希望する

112 3851 川島功 カワシマイサオ 見川フリー 2102 男子（55歳以上）ダブルス 希望しない

112 2102 庄司喜文 ショウジヨシフミ 原子力機構大洗 3851 男子（55歳以上）ダブルス 希望しない

157 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

157 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

2 8245 瀬口雅人 セグチマサト 個人登録 男子（60歳以上）シングルス 希望する

25 447 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

37 1805 浅野哲 アサノサトシ パサニアＴＣ 男子（60歳以上）シングルス 希望する

44 7526 瀧澤達嗣 タキザワタツシ アドバンストクラブ 男子（60歳以上）シングルス 希望する

73 724 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

89 7790 池田　祐司 イケダ　ユウジ 美野里ＴＣ G25399 男子（60歳以上）シングルス 希望する

95 1128 加藤幸一 カトウコウイチ スウィング G21511 男子（60歳以上）シングルス 希望する



98 1755 加藤 千幸 カトウ　チユキ キヤノン 男子（60歳以上）シングルス 希望しない

106 672 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 希望しない

114 567 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

115 568 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

128 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

129 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

136 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

137 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

141 1902 高塚優 タカツカユタカ ＴＰ波崎 G16696 男子（60歳以上）シングルス 希望する

144 7720 髙木　宏己 タカギ　ヒロミ ＪＡＣ 男子（60歳以上）シングルス 希望しない

145 8329 武藤　義隆 ムトウ　ヨシタカ ＪＡＣ 男子（60歳以上）シングルス 希望しない

148 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

161 2238 蓮沼孝 ハスヌマタカシ 守谷ＴＣ G00157 男子（60歳以上）シングルス 希望する

96 1128 加藤幸一 カトウコウイチ スウィング G21511 7790 男子（60歳以上）ダブルス 希望する

96 7790 池田　祐司 イケダ　ユウジ 美野里ＴＣ G25399 1128 男子（60歳以上）ダブルス 希望する

110 672 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 希望しない

110 447 清水信一 シミズシンイチ 日立佐和 G10763 672 男子（60歳以上）ダブルス 希望しない

134 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

134 7526 瀧澤達嗣 タキザワタツシ アドバンストクラブ 7791 男子（60歳以上）ダブルス 希望する

152 544 大金勤 オオガネツトム 日立ＨＴ 545 男子（60歳以上）ダブルス 希望しない

152 545 河野将孝 カワノマサタカ 日立ＨＴ 544 男子（60歳以上）ダブルス 希望しない

162 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 希望する

162 1714 武田厚 タケダアツシ 個人登録 G17309 2238 男子（60歳以上）ダブルス 希望する

164 5547 岡本　善彦 オカモト　ヨシヒコ 守谷ＴＣ 4697 男子（60歳以上）ダブルス 希望する

164 4697 木戸　栄 キド　サカエ 守谷ＴＣ 5547 男子（60歳以上）ダブルス 希望する

23 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

26 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

31 1804 高野勝 タカノマサル パサニアＴＣ 男子（65歳以上）シングルス 希望する

34 7522 西　憲久 ニシ　ノリヒサ パサニアＴＣ G23644 男子（65歳以上）シングルス 希望する

35 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 希望しない

47 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 希望する



59 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

60 6462 岩元　隆一 イワモト　リュウイチ ベイリーフ G17290 男子（65歳以上）シングルス 希望する

84 7694 平野　一彦 ヒラノカズヒコ 結城テニスクラブ 男子（65歳以上）シングルス 希望しない

90 753 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

107 680 小島光悦 コジマコウエツ 見川フリー G15801 男子（65歳以上）シングルス 希望しない

118 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

123 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（65歳以上）シングルス 希望する

127 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 1215 由利哲美 ユリテツミ ＮＩＭＳテニスクラブ G00135 男子（65歳以上）シングルス 希望しない

171 7208 星田洋一 ホシダヨウイチ 個人登録 男子（65歳以上）シングルス 希望する

176 7969 　砂川　和彦 スナガワカズヒコ 茨城県シニアテニス連盟 G22867 男子（65歳以上）シングルス 希望する

52 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

52 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

61 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

61 6462 岩元　隆一 イワモト　リュウイチ ベイリーフ G17290 6917 男子（65歳以上）ダブルス 希望する

124 1879 宗形信二 ムナカタシンジ 日本製鉄鹿島硬式テニス部 G23031 6892 男子（65歳以上）ダブルス 希望する

124 6892 宮尾　明博 ミヤオアキヒロ 日本製鉄鹿島硬式テニス部 G20332 1879 男子（65歳以上）ダブルス 希望する

1 1198 中沢正美 ナカザワマサミ 個人登録 G22455 男子（70歳以上）シングルス 希望しない

11 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

12 3280 渡辺博 ワタナベヒロシ 茨城県シニアテニス連盟 G09599 男子（70歳以上）シングルス 希望しない

13 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

22 1591 小野雅司 オノマサジ 個人登録 男子（70歳以上）シングルス 希望する

36 3204 加固　満寿男 カコ　マスオ パサニアＴＣ G18218 男子（70歳以上）シングルス 希望しない

39 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 希望する

42 1437 井上　辰男 イノウエ　タツオ アドバンストクラブ G20977 男子（70歳以上）シングルス 希望する

43 1445 矢須　義春 ヤス　ヨシハル アドバンストクラブ 男子（70歳以上）シングルス 希望する

48 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 希望する

58 5901 齊藤　輝一 サイトウ　テルカズ ベイリーフ G20784 男子（70歳以上）シングルス 希望する

74 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

83 2189 冨山重男 トミヤマシゲオ 結城テニスクラブ 男子（70歳以上）シングルス 希望しない

108 2112 関成一 セキセイイチ 見川フリー 男子（70歳以上）シングルス 希望しない



5 6081 岡野　静夫 オカノシズオ 茨城県シニアテニス連盟 G12531 1198 男子（70歳以上）ダブルス 希望しない

5 1198 中沢正美 ナカザワマサミ 個人登録 G22455 6081 男子（70歳以上）ダブルス 希望しない

40 6224 崎田　廣造 サキタ　コウゾウ 茨城県シニアテニス連盟 3296 男子（70歳以上）ダブルス 希望する

40 3296 沼田　義男 ヌマタヨシオ 守谷ＴＣ G21139 6224 男子（70歳以上）ダブルス 希望する

50 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

50 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 5901 齊藤　輝一 サイトウ　テルカズ ベイリーフ G20784 6603 男子（70歳以上）ダブルス 希望する

65 6603 小倉　秀 オグラ　ヒロシ ベイリーフ G16718 5901 男子（70歳以上）ダブルス 希望する

14 5521 小野田隆義 オノダタカヨシ 茨城県シニアテニス連盟 G13602 男子（75歳以上）シングルス 希望しない

33 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

45 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（75歳以上）シングルス 希望する

46 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

109 3092 相川祐史 アイカワヒロシ 見川フリー 男子（75歳以上）シングルス 希望しない

7 5521 小野田隆義 オノダタカヨシ 茨城県シニアテニス連盟 G13602 7421 男子（75歳以上）ダブルス 希望しない

7 7421 豊田　紀行 トヨダノリユキ アドバンストクラブ G23373 5521 男子（75歳以上）ダブルス 希望しない

80 2777 藁科誠 ワラシナマコト 結城テニスクラブ G11990 1808 男子（75歳以上）ダブルス 希望しない

80 1808 北澤宏 キタザワヒロシ パサニアＴＣ G14727 2777 男子（75歳以上）ダブルス 希望しない

27 454 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

38 621 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（80歳以上）シングルス 希望しない

82 2185 北城勝栄 キタジョウショウエイ 結城テニスクラブ G12340 男子（80歳以上）シングルス 希望しない

9 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（80歳以上）ダブルス 希望する 75歳へ移行

9 1650 高野文雄 タカノフミオ 取手市民 1603 男子（80歳以上）ダブルス 希望する 75歳へ移行


