
○一般男子 ○一般女子

氏　　名 所　　属 氏　　名 所　　属

芦原　潤 STOC 飯田　由里絵 大原フェストクラブ

平野　宏昌 STOC 河村　希美 ルーセント

飯沼　鉄雄 STOC 石島　礼菜 昭和学院短期大学

西田　光貴 STOC 石井　はるか 昭和学院短期大学

稲垣　公亮 我孫子市役所 海老原　千奈 昭和学院短期大学

高藤　悠司 小金原クラブ 北島　桜子 和洋女子大学

稲見　虎佑 敬愛学園高等学校 鈴木　摩璃亜 ルーセント

横井　陽汰 敬愛学園高等学校 和田　麻未 ルーセント

井上　青空 千葉黎明高等学校 武政　咲希 和洋女子大学

宮内　堅 千葉黎明高等学校 齋藤　朱里 和洋女子大学

小川　佳祐 小金原クラブ 中田　有里和 大原フェストクラブ

田中　裕之 船橋クラブ 高橋　菫 大原フェストクラブ

勝山　夕生 ルーセント 西山　なつみ 昭和学院高等学校

毛利　友哉 ルーセント 大野　栞 昭和学院高等学校

菊地　勇斗 市川クラブ 林　理瑚 成田高等学校

木戸　新之助 市川クラブ 増田　好美 成田高等学校

工藤　聡 小金原クラブ 比嘉　優奈 和洋女子大学

小柳　裕二 世田谷クラブ 大場　菜摘 和洋女子大学

小林　航太 ルーセント 藤本　朱里 昭和学院高等学校

篠塚　啓貴 ルーセント 多田　真也果 昭和学院高等学校

長南　怜 市川クラブ 矢口　真衣 昭和学院短期大学

財部　陽路 土浦クラブ 関根　亜美 昭和学院短期大学

十津川　将義 市川市役所 山下　愛莉 (株)ベスト

戸田　和宏 市川市役所 宮下　こころ ルーセント

中村　洸太 千葉黎明高等学校 吉村　寛子 市川クラブ

岩森　禅 千葉黎明高等学校 上坂　香純 市川クラブ

西里　樹 ルーセント 渡辺　莉央 昭和学院高等学校

宮崎　卓也 船橋クラブ 吉田　光希 昭和学院高等学校

根本　慎也 流山クラブ

村上　和希 ルーセント ○女子35

藤木　敦也 Team G.U.R.U.I 氏　　名 所　　属

絈井　洋一 厚木市役所 照沼　絵里 小金原クラブ

福本　剛士 ルーセント 松村　幸子 小金原クラブ

柴田　真宙 ルーセント 沼　智恵 千葉クラブ

松下　元紀 八千代・S.T.C. 菊地　めぐみ 千葉クラブ

飯生　匠 八千代・S.T.C.
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山内　陸駆 敬愛学園高等学校

市川　翼 敬愛学園高等学校 ○女子45

山田　和弘 市川クラブ 氏　　名 所　　属

佐々木　知廣 市川クラブ 西間木　幸子 花見川クラブ

吉澤　凌 ルーセント 加藤　美雪 小金原クラブ

遠藤　大夢 ルーセント 久野　亜佳子 流山ママクラブ

若林　達也 STOC 正部家　薫 流山ママクラブ

酒井　幸雄 茂原市役所

○女子50

○男子35 氏　　名 所　　属

氏　　名 所　　属 石澤　由香 我孫子ママさんクラブ

網谷　久史 木友クラブ 鈴木　節子 日亜化学工業

内藤　充貴 木友クラブ 小野　暁子 横浜PSC

板倉　尚之 市川クラブ 村田　朝絵 小金原クラブ

呑海　賢次 練馬ソフトテニス 渋谷　文枝 小金原クラブ

伊東　尚徳 日野自動車 志々目　雅子 船橋高根台クラブ

加賀屋　陽介 鎌ヶ谷クラブ

大橋　卓身 市川クラブ ○女子55

宮﨑　裕樹 市川クラブ 氏　　名 所　　属

倉持　裕樹 手賀沼クラブ 巌　直子 沼南風早クラブ

鈴木　勇介 手賀沼クラブ 萩原　千伸 花見川クラブ

杉　大助 ときわ平クラブ 川崎　ひとみ 浦安会

海老原　良祐 ときわ平クラブ 平川　頼子 船橋クラブ

鈴木　達也 小金原クラブ 榑松　あけみ 花見川クラブ

角南　直幸 小金原クラブ 奈良　さゆり 習志野クラブ

照沼　視世 小金原クラブ 早津　小百合 習志野クラブ

藤﨑　智弘 成田クラブ 望月　千秋 佐倉クラブ

山川　勝也 蘇我ミクス

山川　雄也 蘇我ミクス

○男子45

氏　　名 所　　属

太田　努 JX金属　倉見

小澤　隆浩 木友クラブ

清水　賢二 松戸市役所

小笠原　敬之 小金原クラブ

田原　武 Brave千葉

和田　知大 市川クラブ

古川　敦 市川クラブ

岩間　諭 新星クラブ
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○男子50 ○女子60

氏　　名 所　　属 氏　　名 所　　属

小川　洋二 小金原クラブ 青木　理恵 勝浦クラブ

本間　修二 道楽クラブ 石川　明美 さつきクラブ

古賀　貴 習志野クラブ 小倉　和江 ときわ平クラブ

森口　泰行 銀座蒼穹会 小川　照美 柏千代田クラブ

染谷　進 柏優会 塩島　千波 ときわ平クラブ

紺野　浩二 流山クラブ 川嶋　好子 成田クラブ

林　達良 船橋クラブ 寺岡　明美 柏千代田クラブ

大塚　巌 千葉クラブ 大井　恵子 北柏ﾗｲﾌﾀｳﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

平野　秀樹 小金原クラブ 戸村　和子 佐倉クラブ

大坪　義幸 市川市役所 奈良　由美子 佐倉クラブ

藤井　隆夫 小金原クラブ 山口　茂子 浦安会

杉本　宰規 小金原クラブ 小川　百合子 明日香

屋嘉部　直人 手賀沼クラブ

梶浦　祐一 手賀沼クラブ ○女子65

矢野　泰彦 小金原クラブ 氏　　名 所　　属

山田　貢一 ときわ平クラブ 大屋　よし子 さつきクラブ

横尾　はるみ 茂原クラブ

○男子55 新保　康子 流山ママクラブ

氏　　名 所　　属 深谷　美佐子 佐倉クラブ

石塚　任一 野田クラブ 諏訪田　早苗 野田東部テニス同好会

佐々木　健一 野田クラブ 谷尾　洋子 浦安会

稲田　政美 習志野クラブ 立崎　千代子 佐倉クラブ

常信　勝之 銀座蒼穹会 高師　千春 明日香

加瀬　光広 日本製鉄君津

高橋　保行 君津市ソフトテニス協会 ○女子70

金田　徴 浦和ファミリークラブ 氏　　名 所　　属

萱野　一 さつきクラブ 飯田　タク子 天台クラブ

菊地　治秀 松戸市役所 武村　和子 ときわ平クラブ

牧野　憲一 浦和あづまクラブ 岡野　典子 野田レディース

斉藤　博之 上福岡テニスクラブ 田邊　加津子 ときわ平クラブ

小林　浩司 小金原クラブ 清水　美智子 柏千代田クラブ

米持　禮子 湖北台クラブ

○男子60 松永　真弓 市原ファミリークラブ

氏　　名 所　　属 井原　文子 市原ファミリークラブ

鈴木　等 手賀沼クラブ 見矢　啓子 船橋クラブ

安蒜　厚 小金原クラブ 永井　三重子 八千代・S.T.C.

細谷　法芳 PG 和田　安江 茂原クラブ

大木　伸 大山口クラブ 安孫子　素子 市原ファミリークラブ

松澤　正 旭クラブ

林　修三 旭クラブ

吉田　城二 柏クラブ

磯口　益宏 国分寺クラブ
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○男子65 ○女子75

氏　　名 所　　属 氏　　名 所　　属

青木　計之助 勝浦クラブ 岡　米子 市原ファミリークラブ

伏見　邦博 船橋高根台クラブ 鵜飼　則子 習志野クラブ

紺野　忠男 流山クラブ 浜島　和子 勝田台クラブ

大坪　登 流山クラブ 行方　裕子 ふれあいクラブ

武士　典央 江戸川クラブ 平田　美千代 我孫子ママさんクラブ

石川　雅利 市川クラブ 寺嶋　明美 小金原クラブ

藤平　八朗 市原ドリーム

片山　武美 花見川クラブ ○女子80

三木　孝 小金原クラブ 氏　　名 所　　属

山田　信彦 ときわ平クラブ 屋宮　規子 天台クラブ

山崎　優二 船橋高根台クラブ 三浦　玉枝 ときわ平クラブ

城戸　敏彰 柏葉クラブ

○男子75

○男子70 氏　　名 所　　属

氏　　名 所　　属 久保田　勝 北柏ﾗｲﾌﾀｳﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

石井　定 船橋クラブ 高取　浩一郎 市川ﾀﾞｯｸﾘﾝｸﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

永井　幸二 八千代・S.T.C. 永田　仁 佐原クラブ

岡野　清 野田クラブ 浪岡　孝一 酒々井クラブ

石橋　信彦 沼南風早クラブ 原川　洋史 青葉台クラブ

田谷　信義 沼南風早クラブ 岡本　勉 木更津クラブ

小林　長利 野田東部テニス同好会 星　秀雅 中台クラブ

中村　正志 流山クラブ 川村　清 佐原クラブ

白倉　伸郎 流山クラブ

福島　勉 習志野クラブ ○男子80

窪木　茂男 小金原クラブ 氏　　名 所　　属

藤ノ木　宣好 佐倉クラブ 石井　勝治 浦安会

並木　日出俊 習志野クラブ 五十嵐　勝久 浦安会

森　松助 習志野クラブ 石田　寅三 手賀沼クラブ

神薗　隆司 千葉市民クラブ 森本　弘祐 手賀沼クラブ

若松　隆 柏クラブ 岩島　典男 中台クラブ

宇田　典生 千葉県庁 猪野　司郎 大山口クラブ

近江戸　興治 大山口クラブ

山口　洋司 佐原クラブ
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