
２０２０年度　関東オープン千葉県選手参加申込一覧

種別 氏名 所属団体名 種別 氏名 所属団体名
十津川 将義 市川市役所ソフトテニス部 菊地 治秀 松戸市役所
秋元 祐介 市川市役所ソフトテニス部 牧野 憲一 浦和あづまクラブ
芦 原 潤 ＳＴＯＣ 中村 孝幸 ときわ平ソフトテニスクラブ

平野 宏昌 茂原市役所ソフトテニス部 萱 野 一 さつきクラブ
飯沼 鉄雄 ソフトテニス千葉クラブ 石塚 任一 野田クラブ
宮本 弦汰 さんぶソフトテニスクラブ 佐々木 健一 野田クラブ
大澤 智也 市川市役所ソフトテニス部 竹内 宏明 船橋クラブ
戸田 和宏 東京ガス 小林 浩司 小金原ソフトテニスクラブ
清水 恒太 PG 加瀬 光広 日本製鉄君津
松 本 将 PG 高橋 保行 君津市ソフトテニス協会
高橋 衛司 市川ソフトテニスクラブ
寺田 和道 市川ソフトテニスクラブ 加納 俊浩 市川ダックリングテニスクラブ

及川 裕規 ＳＴＯＣ 岩 舘 進 成田クラブ
及川 清貴 黒潮ソフトテニスクラブ 鈴 木 等 手賀沼クラブ
澁谷 隆宏 PG 安 蒜 厚 小金原ソフトテニスクラブ
小沼 幸弘 PG 藤平 八朗 市原ドリーム
菅谷 浩希 船橋クラブ 土屋 高樹 幸町クラブ
田中 裕之 船橋クラブ 松 澤 正 旭クラブ
福 田 駿 船橋クラブ 林 修 三 旭クラブ
戸倉 隼平 船橋クラブ
若林 達也 ＳＴＯＣ 三 木 孝 小金原ソフトテニスクラブ
酒井 幸雄 ＳＴＯＣ 山田 信彦 ときわ平ソフトテニスクラブ

鈴木 賀博 流山クラブ 吉田 隆司 手賀沼クラブ
小 野 隼 船橋クラブ 田原 美成 韮崎市ソフトテニス連盟
山田 和弘 市川ソフトテニスクラブ
山岸 史弥 東洋大学 中田 安夫 神奈川県

石橋 信彦 沼南風早クラブ
橋詰 真弥 ときわ平ソフトテニスクラブ 藤ノ木 宣好 佐倉クラブ
福 井 勲 松戸市役所 並木 日出俊 習志野ソフトテニスクラブ
古 川 敦 市川ソフトテニスクラブ 中村 正志 流山クラブ
須々田 拓真 市川ソフトテニスクラブ 白倉 伸郎 流山クラブ
門倉 充賀 野田クラブ 田谷 信義 沼南風早クラブ
吉田 澄人 野田クラブ 小林 長利 野田東部テニス同好会
照沼 視世 小金原ソフトテニスクラブ
松田 憲治 成田クラブ 岩島 典男 中台テニスクラブ
山 口 瞬 佐倉クラブ 中 澤 進 手賀沼クラブ
横 田 博 大岡山クラブ 山崎 建治 佐倉クラブ
飯尾 水樹 ソフトテニス千葉クラブ 浪岡 孝一 酒々井ソフトテニスクラブ
圍 孝 之 市原ドリーム 原川 洋史 青葉台クラブ
伊東 尚徳 日野自動車 岡 本 勉 木更津ソフトテニスクラブ
加賀屋 陽介 鎌ヶ谷ソフトテニスクラブ 福島 利宏 野田東部テニス同好会

川 村 清 佐原ソフトテニスクラブ
清水 賢二 松戸市役所 久保田 勝 北柏ライフタウンテニスクラブ

小笠原 敬之 小金原ソフトテニスクラブ 森本 建二 流山クラブ
平 野 充 道楽クラブ
大 塚 巌 ソフトテニス千葉クラブ

小川 洋二 小金原ソフトテニスクラブ
奥住 浩基 旭クラブ
伊藤 慎治 道楽クラブ
本間 修二 道楽クラブ
矢野 泰彦 小金原ソフトテニスクラブ
山 田 健 八千代・Ｓ．Ｔ．Ｃ．
大柳 英之 おはようテニスクラブ
生 田 敦 ときわ平ソフトテニスクラブ

一般男子

55男子

60男子

50男子

45男子

35男子

75男子

70男子

65男子
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髙瀬　沙里 小金原ソフトテニスクラブ 小倉 和江 ときわ平ソフトテニスクラブ

安西　瑛美 市川ソフトテニスクラブ 武田 みどり 茂原クラブ
奈良 由美子 佐倉クラブ

佐藤 幸子 花見川ソフトテニスクラブ 戸村 和子 佐倉クラブ
加藤 美雪 小金原ソフトテニスクラブ 加地 英子 流山クラブ
照沼 絵里 小金原ソフトテニスクラブ 栗毛 美智子 ときわ平ソフトテニスクラブ

小松 美恵 市川ソフトテニスクラブ 清水 さかゑ 市原ドリーム
井上 光子 北柏ライフタウンテニスクラブ

肥後　寿子 浦安会 立崎 千代子 佐倉クラブ
山崎　美智子 浦安会 高師 千春 明日香

寺岡 明美 柏千代田クラブ
早津 小百合 習志野ソフトテニスクラブ 大井 恵子 北柏ライフタウンテニスクラブ

鈴 木 節 子 東亜化学 大屋 よし子 さつきクラブ
巖 直 子 沼南風早クラブ 横尾 はるみ 茂原クラブ
萩原 千伸 花見川ソフトテニスクラブ 籔﨑 浩美 ふれあいクラブ
増田 昌里 成田クラブ 富樫 二三 茂原クラブ
佐々木 直子 ふたばクラブ 内野 由美子 花見川ソフトテニスクラブ

藤川 ひろみ 市原エイティクラブ
林 和 代 酒々井ソフトテニスクラブ 平井 美佐子 ときわ平ソフトテニスクラブ

若梅 美江子 ふれあいクラブ 村越 知子 市川ソフトテニスクラブ
塩島 千波 ときわ平ソフトテニスクラブ 山下 洋子 小金原ソフトテニスクラブ
松下 春枝 我孫子ママさんクラブ 石川 雅子 市川ソフトテニスクラブ
染谷 啓子 小金原ソフトテニスクラブ 武川 弘子 湖北台ソフトテニスクラブ
中山 広子 埼玉ドリーム 小川 照美 柏千代田クラブ
山口 茂子 浦安会 羽生 千代子 勝田台クラブ
小川 百合子 明日香 斎藤 てる子 北柏ライフタウンテニスクラブ

大竹 力子 酒々井ソフトテニスクラブ 山中 好恵 成田クラブ
川嶋 好子 成田クラブ 柳田 嘉美 小金原ソフトテニスクラブ
高橋 里美 市川ソフトテニスクラブ 大岩 京子 さつきクラブ
伊藤 友子 市川ソフトテニスクラブ 佐藤 澄子 花見川ソフトテニスクラブ
菊川 津江子 市原エイティクラブ 一藁 道子 天台クラブ
山崎 三和子 市原ドリーム 田中 和江 天台クラブ
榑松 あけみ 花見川ソフトテニスクラブ 小山 栄子 八千代・Ｓ．Ｔ．Ｃ．
奈良 さゆり 習志野ソフトテニスクラブ 佐藤 多恵 船橋高根台クラブ
青木 理恵 勝浦ソフトテニスクラブ
寒河江 栄子 野田東部テニス同好会
吉田 美成子 酒々井ソフトテニスクラブ
植草 美紀江 浦安会
荒井 千草 市原ファミリークラブ
佐藤 美奈子 市原ドリーム
福山 恵美 柏市レデイースソフトテニス連盟

志村 円美 ときわ平ソフトテニスクラブ
川崎 ひとみ 浦安会
桜井 みどり 明日香
本多 章子 佐倉クラブ
木村 恵美子 八街ソフトテニスクラブ
黒坂 由美 市川ソフトテニスクラブ
坂口 浩子 柏クラブ

60女子

55女子

50女子

45女子

35女子

一般女子
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田嶋 啓子 市川ソフトテニスクラブ 秋山 千代子 神奈川太陽クラブ
菅井 洋子 明日香 今西 敏子 幸町クラブ
新保 康子 流山ママクラブ 土屋 友子 茂原クラブ
深谷 美佐子 佐倉クラブ 千葉 しのぶ 流山ママクラブ
飯田 タク子 天台クラブ 和田 安江 茂原クラブ
武村 和子 ときわ平ソフトテニスクラブ 青柳 幸子 黒潮ソフトテニスクラブ
松永 真弓 市原ファミリークラブ 平間 喜代子 船橋高根台クラブ
井原 文子 市原ファミリークラブ 夏原 麗子 浦安会
谷尾 洋子 浦安会 松本 旦子 市原ファミリークラブ
依田 裕美子 昭島クラブ 安孫子 素子 市原ファミリークラブ
坂本 恵子 花見川ソフトテニスクラブ 米持 禮子 湖北台ソフトテニスクラブ
羽根井 貞子 こてはし台クラブ 行方 裕子 ふれあいクラブ
岡野 典子 野田レディース 佐藤 幸子 小金原ソフトテニスクラブ
田邊 加津子 ときわ平ソフトテニスクラブ 高橋 孝子 貝塚中央クラブ
太田 亨子 ときわ平ソフトテニスクラブ 平田 美千代 我孫子ママさんクラブ
吉田 えり子 柏クラブ 寺嶋 明美 小金原ソフトテニスクラブ
諏訪田 早苗 野田東部テニス同好会 長谷川 彰子 沼南風早クラブ
田中 礼子 流山ＥＭＴ 箱岩 美紀子 茂原クラブ
竹之内 恵子 船橋高根台クラブ 石田 迪子 花見川ソフトテニスクラブ
三品 里子 さつきクラブ 藤本 美澄 佐倉クラブ
杉田 起子 流山クラブ 浜島 和子 勝田台クラブ
金子 由美子 野田東部テニス同好会 長尾 幸子 市原ファミリークラブ
中沢 マキ子 小金原ソフトテニスクラブ 三浦 ゆり子 浦安会
石坂 幸枝 流山ママクラブ 神長 千枝子 花見川ソフトテニスクラブ
狩野 郁子 ふたばクラブ 池畑 文江 流山ママクラブ
高山 久美子 ふたばクラブ 高崎 満里子 流山ＥＭＴ
田中 孝子 市原ファミリークラブ
吉田 美恵子 勝田台クラブ 鵜飼 則子 習志野ソフトテニスクラブ

春田 清子 千城小倉クラブ
三浦 玉枝 ときわ平ソフトテニスクラブ

井上 里枝 ときわ平ソフトテニスクラブ

岡 米 子 市原ファミリークラブ
片岸 尚子 中台テニスクラブ
小池 みなみ 柏市レデイースソフトテニス連盟

今城 昭子 船橋高根台クラブ

65女子
70女子

75女子


