
第55回千葉市クラブ対抗戦

一般男子 メンバー表

NO チーム名 登録選手
重松晶 尾﨑嘉洋 北原祥伍 齋藤祐祈

1 美浜TG 長船雅喜 石井健吾 岩橋元治 保科慶

玉木康二郎 月脚宣崇 平塚雅暢 山本利一
3 Ｂ．Ｂ． 島田豊 河合孝治 金子佑斗 須永敬則

伊藤誠一 関直哉 大野 俊幸 磯貝 康広
4 Ｔ－ＤＡＴ 石丸 和人 宇野 春生 石川重雄 須藤順一

庄司公一 吉田敬太郎 浅野英敬 羽毛田匡
5 カルロス 斎藤拓也 松井克徳

伊藤拓也 高橋郁矢 草刈正文 福脇重幸
6 生浜テニスクラブ 富田篤史 玉川圭吾 馬場智之

藤井寛樹 古藤田真人 柏木孝夫 戸井口一矢
8 ＦＳＴＳ(2) 岡崎貴史 熊田暉 隈江和也 今井隆裕

内田毅 斉藤剛 冨田直秀 石井寛
9 てにぱら幕張 姫野泰之 服部哲也 松丸博光 大西和久

礒部潤 寺坂達彦 青柳俊一 宮和彦
11 ハイツ 市川玲 柏田力也 戸谷樹一郎 本田耕三

酒井聡 佐藤勝亨 西沢俊之 横田友紀
12 チーム・ねこ(1) 松浦明広 平井廣貴 阿部英明 金子哲也

永野敏之 渡辺誠 板橋博司 青木康夫
13 ドリーム(2) 土屋文孝 栗原啓聡 加藤翔 松田佑樹

高浦誠 今元徹 和田誠 小川八三
14 ＯＦＣ 田上賢志 高浦勝俊 高浦竜希 池田美智雄

池田寛臣 今川寛隆 荻原佑基 平野孝太郎
16 チーム・カメ(1) 緑川英憲 東哲也 黒川将貴

石井旭 藤田真也 原健太郎 大松拓夢
17 ＣＢＫ 林尚平 杉本祥平 牧野光武 三好海里

中川展彰 瀧口豊 池下晴美 深見慎二
19 高浜北 赤松直之 戸田宏 竹澤武敏 山口真司

松田裕 成田賢次郎 浅野弘幸 葛谷好弘
20 Ｋ・Ｓ・Ｔ 宮本健一 太田尚志 伊藤涼一 佐々木瞭

広沢隆紀 吉岡寿人 田中三千生 渡部起男
21 誉田ＹＨ 山田周三 金井一朗 鶴飼広明 恩田祐輔

木村準 前田慎吾 石垣照夫 島﨑一二
23 越智はなみずき 宮崎丈史 岡田哲哉 苅部千秋 寺門朋広

喜友名翼 谷口宏隆 高橋健吉 小松 立樹
24 FIFTH(2) 土屋健太 越知 雄紀 稲葉 圭司

船越厚至 川村和徳 猪瀬武司 鈴木邦男
25 アートヒル(2) 原田遼太 斉藤篤 飯島勝利 細野貴文

小河原仁 鈴木達也 猪狩光正 粕谷浩二
27 千葉庭球会 櫻山義春 杉山直人 田中稔規 中村太一

吉田光 山崎健太 金子博秋 宮崎高之
28 ＣＴＣ(2) 岡田昌樹 秋葉秀樹 高宮知弘 箭内秀彦

下司弘之 久田竜也 杉野大樹 向井太郎
29 テニスキューブ(1) 板倉康貴 板倉秀弥 伊藤雅之 尾崎克俊

八木牧夫 八木剛 伊藤信吾 濱田崇
30 Ｃ．Ｂ 廣木龍之輔 重松和俊 宇田川則世 石橋尚幸

浅妻栄作 安部将大 松野純也 足立功雄
32 ラメールＭ(2) 古旗隆善 竹中崇 小柳遊多 武田翔一郎
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一般男子 メンバー表

NO チーム名 登録選手
前田豊 大岡友浩 奥村宣之 村上雅孝

33 ラメールＭ(1) 永松宏太 徳原弘資 平良洋輔 鈴木祐一郎

森　勝喜 内田　真治 亀田　昌宏 北村　明
35 検見川 増田　勝哉 宮田　進 望月　健太 藤原　規彦

末竹重孝 天海喜弘 鈴木佑一郎 平戸雄二
36 チームスカタン(1) 前田信明

見崎知亜紀 須藤勇人 稲熊和成 久保田教文
37 M＠WS 皆山武博 高林祐輔 岡田有吾 新島義章

今井良樹 大内智裕 長瀬智也 櫻井常巨
38 アルドール(2) 荻巣靖之 中山卓大 笹川大揮

内藤奨 中嶋雄大 藤田真悟 帰山信也
39 Ｘ－ＡＣＥ 中嶋大輔 牧野陽介 今野裕貴 泉田真宏

岩井中秀司 吉田豊 盛島大樹 石井孝幸
40 幕張ＧＴ 石倉駿 内田真宏 鳴海碧理 石井秀和

渡邉新吾 佐藤由裕 谷口清継 古長厚志
41 タカスポ(2) 池内健大郎 松本恭行

斎藤和之 本村勝昭 船野悟 吉野成実
43 Cチーム 半戸昭彦 米田寿雄

齋藤 啓輔 芦田雄次 風見豊 庄野史彦
44 幕張ベイタウン(2) 荒谷 徹 中塚聡 小林悟朗

佐藤威一郎 粟津　優 小竹　弘祐 鈴木　雄也
45 瑞穂 鈴木　隆介 山口　航平 平泉敦嗣 福田　幸正

木村温和 浦山裕二 福田志郎 内山幸一
48 オーラショット 藤村俊樹 阿部一茂 津田大輔 辻大次郎

鵜沢政仁 滝口浩 杉本陽一 向和彦
49 ラメールＭ(3) 濱田直樹 立木健人 宮川孔志 藤枝宏之

岩瀬利朗 内山慎吾 海老原剛 久保田雅之介
52 ＫＡＭＯＣＬＵＢ 浜田正彦 細谷茂 篠笥寿 石黒重樹

石井純 渥美裕 岡真一郎 高橋郁夫
53 あすみが丘 永井登 兵頭洋祐 水野達 安田大一郎

稲垣哲弘 鈴木健之 足立雄大 小井澤忍
54 フライハイト(2) 森本佳道 平原涼 曽我圭一朗 海野真

伊藤敏行 熊切一彦 江頭民夫 関口亮二
56 ステップ 軽部浩介 櫻井信悟 石原明夫 中川裕章

飯島賢一 高橋宏樹 千田浩正 笠岡宏行
57 シャープ幕張 城崇 豊岡有 松本良平 斉藤桂

村田充 松尾浩 伊藤博伸 自見博之
58 本郷 武安健一 長谷川厚 阿部峰典

太田一朗 岩佐敦史 渡辺哲朗 渡邊昇平 
59 幕張ベイタウン(3) 唐澤友宏 上村賢也 福永翔平

山下一樹 本多慶伍 森敦郎 門谷利宏
60 ちば興銀 根本崇宏 鈴木清仁 名取俊征 洲巻健太

田中英樹 長澤亮汰 林重行 金田真朗
61 磯辺一番地 中村大一郎 寺山英樹 河北政行

大串光太郎 景山裕己 片海健太郎 小松悠久
62 真砂テニスクラブ(1) 篠崎博人 土橋祥平 成田創 山口哲平

渡辺和寛 立川大介 竹中勇人 佐野晃太郎
64 アルドール(1) 川下紘暉 湯原雅人 風早一樹 渡辺元希
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NO チーム名 登録選手
鈴木啓之 石川智浩 小倉清明 寄木智浩

65 Ｅ・Ｔ(1) 林英典 政井颯太 下瀬誠希 齋藤優介

礪波直人 松山義昭 川瀬靖之 倉持祐一
67 アートヒル(1) 鈴木義和 大塚研二 八木志郎 大原肇

水迫一樹 長谷部晋 酒田繁樹 石割司悠
68 COCOtennis(1) 山崎祐

緒方龍也 三野圭介 長谷川優文 高田洋平
69 チーム・カメ(2) 木村龍一 飯尾聡文 石垣論 内山大創

金田祐一 矢野亨 海老原健 大野義行
70 ＴＥＡＭ鳥銀(1) 小林宏光 金田竜介 小林亮太 金田俊介

根上能明 箕野裕章 冨吉　賢治 天尾幸司
72 Ｂｏｎｄｓ　TA(2) 寺崎聡志 飯野享 大野和宏 佐藤満

高原凌 池田圭佑 岩名朋洋 古谷裕之
73 ＦＳＴＳ(1) 古渡裕之 中崎涼 長友励太 森義晶

伊藤一柊 川瀬智 渡邊秀俊 影山圭介
75 タカスポ(1) 中口俊哉 小川貴史

野中貴之 田中直貴 秋山和也 石川雄規
76 SAMURAI(2) 宮田真 長嶋大貴 原健朗 長谷川篤

石垣宏明 古橋保孝 竹内豊 川内崇浩
77 千葉県庁 武田大介 石田貴裕 市原貴樹 青木信之

安蒜真司 清水川元 桶谷俊文 栗山欣也
78 ルネサンス鷹之台 秋山信也 堤智裕 鎌田智久 神明拓也

近藤淳輝 白熊雄大 横山慶太 植田正志
80 疾風 鳥居瑞紀 根本聡 鈴木伸房 北崎　覚士

佐藤豪 山口翔平 髙野健一 馬場啓輔
81 ＣＴＣ(1) 虻川大哉 宍倉卓馬 江澤良 奥田真也

小松健太 塩塚浩昭 吉永宏紀 堀池圭祐
83 高洲 佐野正行 古谷篤敬 丸岡祐介 本田和久

針生充 佐藤武志 川口 雄太 放生 知晃 
84 幕張ベイタウン(1) 原 新吾 猪鼻太 湊晋也

種市泰人 小瀧敦之 土居照幸 草野勝彦
85 西団地(1) 後藤孝之 茂利和晃 奥田東

二五元友城 篠崎舜 長岡正悟 菊一樹希
86 チーム・ねこ(2) 出山峻平 古谷翔 中野光貴 海老原義晴

中山忠久 鴫原崇 三井良昭 榎本友哉
87 High　Five(2) 宮山貴弘 川島大 隅田健司 猪野雄太

本橋雄作 藤井岳史 花光泰造 北谷拓也
88 東洋エンジ 下田健太郎 長尾泰成 杉浦響也 高梨烈

長谷川悟 仲谷諭 小川淳 栗原佑介
89 真砂テニスクラブ(2) 横山耕平 飯島伸幸 鷹埜紘史 長谷川裕

小川光弘 山元康裕 林幸也 高木英利
91 西小中台 島村浩一 植田佳樹 宮本之 伊藤和洋

岡俊之 佐々木克明 金泰泳 畠中大智
92 Ｅ・Ｔ(2) 左藤康太朗 柏木陽介 粕谷弘太郎 石川和宏

竹嶋茂樹 田中正之 橋場佑 天野和光
93 チームスカタン(2) 鈴木邦弘 矢野正昭

川相吉弘 伴充行 成瀬孝史 有田竜馬
94 ＪＦＥ－ＴＥＣ 大園蔵人 伊藤剛 山形豊茂 日比野圭祐

衛藤佑樹 國司大識 皆藤翔太 岩田拓也
96 Ｂｏｎｄｓ　TA(1) 渕上剣太郎 中村元彦 児玉優太郎 桝田聖哉
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NO チーム名 登録選手
高橋涼 品川卓也 来栖行利 鈴木祥吾

97 Ｋｅｎ＇ｓ千葉 林正之 宅萬修 野田雅靖

三浦雅也 澤田俊博 阿部雅重 鈴木勇人
99 QUATTRO 品田和樹 加藤祐輔 大島大輝 名畑匡剛

木村善彦 阿部博文 佐藤徳宣 岡田敦志
100 ドリーム(1) 相川裕一 山口貴司 堀井啓祐 太田喜之

鈴木義隆 紀野秀俊 荒川直也 大塚典英
101 ＡＴＣ 榎木信雄 西久保英二 鈴木海理 林宏隆

中園慎二郎 高橋一光 寺内良介 山本哲也
104 ＳＣ黒砂 東海林寛之 脇田健史 小林秀紀 別宮弘祥

長谷川広宜 大島壮将 森部達也 石黒純平
105 High　Five(1) 亀井陽介 渡邉尚人 渡邉拓実 尾崎航

金丸真一 大須賀秀樹 高橋杏太 小貫次郎
106 磯辺 一宮誠 浅野祐之 朴宰佑 滝口真一

林征治 安西　博和 木村稔 木村利治
108 エア・チョット 梁取博孝 富澤弘人 相羽均修 佐藤元則

吉田太一 平純一 川瀬俊寿 古川英志
109 ＩＣＰＴ(2) 児玉祐昌 栗原茂 三好優人 岡崎玲

奥田光揮 蛭沼佑介 大江皐貴 浦田健人
110 フライハイト(1) 髙橋翔太 吉種航亮 藤吉優希 吉川裕樹

青木亮太 石井佑磨 今若慎太郎 白井弘幸
112 磯辺グリーン 杉本雅敏 杉本雅司 和嶋隆昌 篠田昭平

猪俣響 志村風信 小堀緑耶 森下功貴
113 SAMURAI(1) 我妻裕樹 勝俣卓海 並木惇平 川崎裕毅

金敷毅 山下陽一 鶴岡憲人 川浦高
115 竹の葉 早山千佐人 岡崎洋二

石井翔太 岩谷航平 小野聡大 土屋憲旦
116 FIFTH(1) 金沢直樹 小池賢志 石井成将

鈴木雄一 熊井久雄 山本紘夫 森武久
117 チーム・カメ(3) 宮田隆雄 村上健 宮野吾郎 武本将成

佐久間朗 保戸田寛章 坂本真樹 坂本真吾
118 シュガー 武藤満章 横尾知則

松浦通明 三枝謙郎 並木孝治 義本範人
120 ＩＣＰＴ(1) 瀧口秀一 斎藤叡 メディーナ晟生 下嶋宏明

斎藤利昭 住永寛人 堀江隆 流主樹
121 ＴＥＡＭ鳥銀(2) 林大佑 鈴木躍士 金永忠之 筒井宗太郎

水埜公喜 津田雅丈 湯川邦彦 飯村英利
122 西団地(2) 近藤洋行 柿島啓 菊地佑介

望月信吾 大野雅彦 渡辺嘉一 重野有一
124 テニスキューブ(2) 鈴木道弘 村松靖 松崎大樹 神園徳光

青野陽介 青木彰吾 小針拓視 堀口賢
125 COCOtennis(2) 加瀬雄大 森脇隼人

鳥居理 島村健史 長谷川聡 斉藤雅士
126 ＴＬＡ 勝俣武久 小林亮介 三友健嗣 西澤郁平

秋山陽 永田優 栗並慧 福島晴之
128 テニコミ千葉 川出知行 来馬剛 宮下拓実 渡辺裕之
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NO チーム名 登録選手
大野志穂 橋本麻友子 中山芽久美 河合里子

1 Ｔ．ＡＳＫＡ(1) 佐藤恵美 高山亜矢子 下村恵那 櫛田千里

大桃立子 林由美子 石井伶奈 井之川まきこ
3 ミルフィーユ 谷中さなえ 栗並小津枝

田辺貴子 上田真由美 長池美穂 鈴木明子
4 QUATTRO 金井夏帆 細川恵美子 佐藤美里 篠原美和子

堀川知子 米永敦子 吉原多佳子 一瀬実千代
5 あすみが丘 安田直美 渡邉由紀

古西佳子 佐々木明子 今井和恵 白崎裕美
8 キュリオス 中野紀子 小山由香 須永亜美

前田恵利 村上夏海 村川理絵 綿貫由佳
9 ＣＴＣ 冨盛祐奈 吉村友奈 松下依里香 式田梨央

長島幸子 佐伯真由美 追留日登美 村上千里
12 Amie 栃尾麻子 小安加代

大町ゆう子 木村奈央 鈴木惟賀 鈴木早百合
13 フライハイト(1) 伊東樹里 金子結女 頼成佑紀子 伊藤優月

三縄莉子 紀野悠希 藤谷里美 松本尚意
16 ＡＴＣ 大野早希 野中由美佳 横山恵美子

遠藤千春 青野しのぶ 安藤ゆき 川田香利
17 Ｔ．ＡＳＫＡ(3) 三羽紀代美 柘植貴子 細川直子 山城利恵子

高橋美穂 中澤恵美子 濱津由佳 中島有紀
19 ラビット 菊地千波 金敷美和 渡辺奈々絵 野村綾子

山本美和 小川三津子 天川リカ 谷岡良子
20 ｂａｙ　ｆ　ｆ 末次尚美 窪西康子 大西伸子 福島めぐみ

小泉亜希 横山とも子 川崎陽子 檜垣沙希
21 千葉県庁 佐藤ひろみ 渡辺優美

小林有子 磯野朋恵 神谷宏美 丸山智美
24 マリン 新野由惟 小林南 高橋樹 山下智子

坂口博子 町田美佐子 山本起子 植草美由紀
25 チーム・カメ 佐藤裕子 近田聡子 村木朗子 百瀬久恵

三ケ田圭子 森戸絢子 橋本由美子 下田千亜紀
28 紫陽花(1) 吉田奈枝子 民谷可奈子 固本祐理子

野村恭子 石井めぐみ 北野裕美 仲井陽子
29 ＷＡＶＥ 深見なおみ 鈴木美智子 弘中聖子 深堀みゆき

江頭美紀 坂尻仁美 関麻紀子 山﨑奈緒
30 ステップ 中村真理子 小田順子

立川友子 秋家なおみ 河本千香子 高橋希
32 アルドール(1) 原久美子 宮武香織 田北睦子 岩間千晶



第55回千葉市クラブ対抗戦

一般女子 メンバー表

NO チーム名 登録選手
田仲恵美 岩上なつき 北田絵里子 畠中蘭子

33 クリスタル 豊田幸恵 中園美和 野口幸子 奥津善美

西脇友実 恩田瞳美 奈幡絵梨 有泉佐織
35 フライハイト(2) 石毛胡桃 北田里奈 佐野薫 椙山真凜

堂地妙子 塚本美穂 高橋愛子 佐藤かおり
36 アルドール(2) 宍倉千世 太田直子 服部利恵

森山寿子 吉中文 市川優子 下山麗香
37 Ｂｏｎｄｓ　TA 永吉聖子 穂谷野麻衣子

宮尚子 鈴木文 伊東真由美 寺坂千草
40 ハイツ 熊倉仁美 金澤みゆき 海老原麻由美

栗林幸枝 岡山真美 坂本裕子 保住多衣子
41 ブラウン 玉川陽子 杉山美和 永松朋子 小野崎操

納谷千景 山田葉子 円城寺みち代 原由有子
44 Ｆｚ 早川優子

小川祐子 加藤真由美 楠見浩子 黒川麻里
45 てにぱら幕張 田伏梨佐 原伸子 山口治美

清水久美子 高岡栄子 古賀貴子 下田真弓
46 紫陽花(2) 鈴木結子 篠原さおり 毛利順子

佐藤理香 武田彩夏 成田早紀 黒屋千絵
48 Ｔ．ＡＳＫＡ(2) 加藤祥子 浅妻有夏 村山友梨子 沢出亜矢子

教学鮎美 安蒜亜希子 小倉智子 為我井和江
49 幕張ベイタウン 磯崎美絵 齋藤雅理香

狩野真須美 植松麻里 篠島いづみ 野口博子
51 瑞穂 横張真美 蔵多雅子 吉岡愛子 鎌田直美

石井由布子 及川則子 木村由美 渡辺瑞生
52 FIFTH 石井友季子 千葉文美 川島知佳 倉持紀子

安田恵美 竹村恵子 小島恵 阿部志野
53 Ｔ．ＡＳＫＡ(4) 河内恵美子 平岡香織 淺井晴美

久良木明美 永島真由美 武藤夏子 保坂紀子
54 シュガー 篠田奈美子 澤田まさみ 野木佳子 大野木博美

岡村浅子 林 郁乃 實 陽子 深山 美智代
56 Ｔ－ＤＡＴ 半澤  千加子 菊池 幸乃 吉田 厚子 山﨑 麻美

渡辺多恵子 田路美紀 人見智子 三森輝美
57 磯辺グリーン 市原幸子 逸見香織 圓尾直子 林波

萩原陽子 白潟綾 安藤陽子 重野有里
60 テニスキューブ 山崎舞 石上雅子 中島桂子 塙康子

岡三輪子 佐竹明子 早川智美 早川凜
61 東洋エンジ 黒川いずみ 村上有希子 大吉卯楽 大吉向空

大堀弥生 中山寿代 高橋久美 植田博美
62 My Tennis 浜岡悦子 小原美保 仲台栄子 石川みな

清水真弓 川井佑希子 小松結季 伊藤沙也香
64 高洲 吉田麻梨 池田佐千子 中山直子
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混合 メンバー表

NO チーム名 登録選手
日向美志 萱間真奈美 石山美都子 小野礼子

1 シュガー 宮脇房子 佐藤武男 日向康進 土田勝
石川穣 村岡誠
丸田祥史 丸田由美 大岡浩 大岡美幸

3 Ｋ・Ｓ・Ｔ 門田賢一 斎藤沙織 熊本忠彦 熊本律子

小林浩司 井上正彦 山田清 成澤真吾
4 あすみが丘(1) 新井紀子 小高麻美子 石井祥子 菅野洋子

吉川充定 安蒜孝一 片桐巌 熊野正明
5 ハイツ 礒部由理子 松尾玲子 竹田みさを 森元真由美

小坂睦子 小瀧由希恵 近藤和歌子 松原直子
6 西団地 大山隆一郎 石上彰 尾村博昭 堂田英紀

柴崎有希 柴崎尊
横 川一雄 稲著一弘 佐藤尚久 横川紀恵

8 ＳＧＴＣ 五十嵐史織 矢澤清美

三浦淳一 藤岡伸治 宮原真二 黒葛原久哲
9 M＠WS 斎藤範彦 陳志堅 三浦奈津子 荻野恵

後藤広美 齋藤陽子
萱野和幸 林信行 丸新 伊藤彩花

10 あすみが丘(2) 高橋操 徳田智子

黒川穣 関恵介 今城彬 今城慶也
11 磯辺ＧＬ 黒川誠司 赤瀬ゆかり 増山暁子 鈴木結佳

黒川葵 足立篤子
宮本礼 手賀渉 種田永遠 加藤征一

12 アルドール 中村裕子 吉田靖子 朝倉朝子 黒井弘子
小野田満佐子
大沼巧 岡田翼 小林圭一郎 美藤聡

13 幕張ＧＴ 日比野佑紀 馬場由香 黒澤都雅 小林理沙
奥田泰世 日比野三紗子
石井克巳 三好哲紀 岡崎真喜 大木茂

14 ＩＣＰＴ 吉原朋征 松木真理子 三好佐知子 岡崎静香
黒子雅代 小野陽菜
加藤益男 橋本新 木内達也 小澤聡司

16 ラビット 吉沢隆史 橋本純子 丸山陽子 越川真理
鈴木径世 幡野尚子
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男子55歳以上 メンバー表

NO チーム名 登録選手
庄野嘉高 小西広司 寺井正流 山本克実

1 ＮＩＣＨＯＭＥ(1) 宇野慶生 永瀬大 宍戸勝 小島伸俊
津島康裕 二五元修
岡田隆靖 前田恭男 篠原裕治 松村真治

3 カルロス 和田義則 松原久善 土屋雅之

中川万規人 大畑征男 野村俊郎 田路和弘
4 磯辺グリーン(2) 山本晃弘 白鳥光雄 後藤克己 紫谷隆

宇佐見陽
渡邊隆志 池田誠 桐原利之 石川伸 

5 幕張ベイタウン(3) 米田秀樹 永嶋 憲二 小原聡司 稲熊 徹 

福井幹郎 眞野正明 田辺茂雄 金森英昭
8 ＣＶＴＴ(1) 白井丸雄 後藤平

川口英志 安達隆志 内田誠一 石井正男
9 真砂テニスクラブ 猪ノ原久吉 増田一郎 黒川勝雄 松本誠

板橋健治 河野秀男
野田義一 吉村芳博 柴田薫 石田博

10 高洲 安武真矢 杉本辰夫 紅谷広志 石橋祥吉
川緑衛 土橋茂
宮下和則 深井克彦 伊藤幸雄 中島誠

11 千葉ガーデン 岩名政憲 谷口理 三沢貴文 宮内淳
秋山和久 藤山幸雄
山﨑利雄 石原光雄 宇井文雄 小林芳樹

12 あすみが丘(1) 高市典也 西巻馨 松山正則 矢口博久

太田 寿彦 林津好寿 山田浩之 坂野操
13 Ｔ－ＤＡＴ 飯塚和久 深山亮 鈴木康夫 吉田浩二

高山義郎 内田修治 町田貴之 小木曽敦
14 チーム・カメ 竹内芳弘 野口晃 藤田健太郎 山崎弘行

高橋信行
中野利勝 花田政明 近藤秀憲 清水道正

16 スマートテニス会 鞘脇正明 冨山和義 山田謙二 後藤努

新井浩一 宍戸一 有賀孝一 堀越健二
17 グリーンウッド 佐久間宏之 佐久間光誠 根本克己 古谷宜之

佐藤裕治 富樫浩二
堂前進 前田勝 後藤幸雄 上野孝次郎

19 518tenis(2) 宮崎春国 助石健司 植松忠之 内藤潔

廣島勝郎 小沼博 金井章男 岩澤茂好
20 あすみが丘(2) 篠田秀二 村田和彦 岡崎憲司

小西勲 中山喜昭 佐々木一男 伊藤陽造
21 ＣＶＴＴ(3) 大内健司 河田守雄 猿渡義郎

国吉昇 江原信之 山田匡良 岡元正明
22 グリン 三船洋一 中村義光 今井一夫 秋長明

斉藤勇人 鈴木博水
山田憲司 池田徹 有江勇 古原大司

24 磯辺グリーン(1) 楠瀬慎也 梅沢敦 横尾正幸 中村隆幸
木戸伸一
粟津　勝一郎 栗山　典久 七理信己 鈴木清次

25 瑞穂 鈴木竜聖 坂東　大輔 工藤　俊明 加来　真一
曽根　保 大井　直孝
中島憲 齋藤貢  木村裕之 佐藤正徳

27 幕張ベイタウン(5) 近藤孝司 宮澤聡 川口智 

秋田純一 芦塚利夫 岡本和三 早川用二
28 稲毛フラワー 山田博 幡三樹夫 豊田喬 畠山馨

曽我譲治
木下正也 秋本紹夫 井辺國夫 大澤金三郎

29 さつきが丘 小川正之 佐々木和幸 杉原美佐雄 西尾健吉
鈴木邦雄
渡邉哲文 日野貴夫 髙橋賢二 高城清

30 タカスポ 清水卓宏 海谷善和 成田昭也

安田雅芳 斎藤洋 宮崎道徳 青木光治
32 ドリーム 野村浩二 梅田和弘 渡辺良和 野口毅

佐々木芳章 中屋敷和博
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男子55歳以上 メンバー表

NO チーム名 登録選手
秋山忍 鈴木久 長島智 遠藤勝也

33 テニコミ千葉 西村信二 小野隆夫 梅野正人 寺澤健太郎
山下吉信 菅谷充男
露崎宏一 新川圭二 大野 覚 佐藤通孝 

35 幕張ベイタウン(2) 伊藤信一 久田幸男 松井邦彦

小野志郎 熊谷和之 上野雅美 水田浩
36 殿山TG(2) 佐々木邦夫 真保志貴 山脇將史 清水義典

柳田富士男
伊東秀史 西川正夫 杉村隆史 寺田潤一

37 ＶＴＣ 伊関信雄 原口和敏 宮崎裕充 磯崎照信
斎藤孝志 渡邉和弘
土屋晃三 青山浩志 木村丈司 古賀修

38 磯辺グリーン(4) 小杉敏之 菅原光夫 村田勝 森徳明
宮澤憲一
本田幸男 渡辺巌 大徳昭治 木戸大介

40 ＮＩＣＨＯＭＥ(2) 脇山清志 中根康夫 林周一郎 相笠博
山谷謙二郎 小副川隆弘
苅部正宏 根本幸一 渡部良夫 柴田宏道

41 FromThirt 官寧 髙野義行 溝尾朗 斉藤雄一
田中宏 小倉孝道
森田成司 日下部実 浜辺雅昭 吉野充晃

44 Ｋ・Ｓ・Ｔ 今泉仁 飯田充美 三平康行 武田洋
柴田徳雄 大嶋智則
石井春明 丸山静雄 阿部正志 浦尾謙二

45 ＣＶＴＴ(2) 嶋田克美 景山伸夫 宍倉敏夫

田辺原裕 小椋勇雄 伊藤 行俊 西村慎一
46 518tenis(1) 長田薫 溝口洋 有江忠司 辻利則

五代儀昭 運野剛 海保幸正 鈴木智之
48 ルネサンス鷹之台(1) 吉野雅宏 桜井雄二 本田嘉郎 三浦晋一

西本健二
新岡栄治 青木政夫 穐山秀夫 出浦伸之助

49 殿山TG(1) 小川実夫 澤塚哲男 椎名友二 高畑寛行
塙栄
室田修 大島国雄 大場博外 安部陽二

51 磯辺グリーン(3) 渡辺宏 鈴木稔 小原政彦 小林義徳

迫田真司 木村秀世 岡本好弘 金田健吾 
52 幕張ベイタウン(4) 梶為雄 大林英人 尼田明宏

斉藤　宏司 阿部　晴樹 天蔵　貴之 宇佐美　岩夫
53 検見川 樺島　啓太 那須　淑夫 橋本　成実 牧   耕三

横山　正博
日野秀章 仲渡淳 大田功次 金丸修一郎

54 ラスカル 舛井雄一 佐々木行雄 丸山充 菅野拓
長谷川昇 谷口博重
大和田香寿彦 江里口久 水野淳 柳谷芳孝

56 ルネサンス鷹之台(2) 真下和之 長川豊 中島一成 角田政弘

早野哲也 安達哲也 阿部真司 佐藤東 
57 幕張ベイタウン(1) 中嶋 直樹 長野彰夫 新宅達也

梅崎富雄 俣木和人 山本睦之 箱田俊博
59 にれの木 中台一幸 和田隆佳 山口善丸 見寺誠之

嶋田正博 岩松敬三郎
小坂行史郎 田代誠一郎 戸崎修義 馬場洋之

60 西団地 杉浦敦之 大石典生 広瀬徹 加藤聖

星雅晴 小野寺俊一 佐宗春男 澤口邦裕
61 Cチーム 早稲田周 郡司博 金子達也 田辺幸夫

光永信之
藤冨孝 桑村薫 杉山令一 前田晏廣

62 磯辺 吉嶺正明 青木一 岡本誠司

丹羽茂治 飯島弘 井上芳樹 河原伸一
64 ＳＧＴＣ 山本直樹 熊谷均 川村光男
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女子50歳以上 メンバー表

NO チーム名 登録選手
石黒友希 安藤朋子 白岩早苗 成澤シズ子

1 チーム・ＳⅡ 野口博子 野澤いづみ 平山貴子 加賀谷幸子
谷本博子 野口文枝
山元節子 芦塚敬子 高山厚子 鈴木弘子

3 稲毛フラワー(2) 飯田和子 榎本典子 生嶋優 度会裕里

髙橋奈穂 江波戸香奈子 周郷朋子 山澤美枝子
4 アルドール 横川圭子 石井美香

小清水和子 渡辺喜代子 海保清美 蔵川よし江
5 ルネサンス鷹之台(4) 蜂谷勝子 北澤恵子 岩崎裕美 久保田幸子

濱田理佳 秋葉寿江 小田美智代 小出深雪
6 Ｂｌｏｏｍ 鈴木智子 橋本貴子 三浦孝子 佐久間和子

野村ひとみ 土田有希子
小倉浩美 青山ひろ子 生方栄子 大友景子

7 えるむ(2) 小室康子 鈴木智子 高尾洋子 舟木郁

石田芳 石橋京子 柿本美佐 近藤まり子
8 ＩＣＰＴ 斉藤恵子 椎名有希 土屋知子 永島貴子

井上有里 星野美帆
西田文香 阿部悦子 岡村由美子 岡山久実

9 あすみが丘(1) 菅谷恵 中原典子 本間奈穂美

唐澤真弓 関雅子 小林真紀子 山田真理子
10 幕張ベイタウン(3) 遠藤美紀子 太田由利子 川口明子

辻井ツヤ子 皆川直子 渡来仁美 塙昭子
11 グリーンウッド 藤井薫 小御門美津子 松本恵美子 熊谷升美

菅生知子 鈴木睦子
藤田美佐子 大川裕子 堤知佳 秋葉典子

12 本郷 山崎真理子 山本実子

押谷加寿子 芝田千鶴子 溝口美樹 横山えり子
13 紫陽花 佐々木暁子 松岡由美子 小倉陽子 澤井美保子

上原朋子 苅部千代香 前嶋佳代 麻柄直子
14 越智はなみずき 田中マユミ 大山千絵 奥田マリ子

荒木博子 石毛聖名子 坂野敦子 澤公子
16 アートヒル 鈴木優子 中内静江 宮内由美子 宮本みづほ

森田美帆 森野美登里
川村徳子 丸一京子 加納優子 伊藤俊江

17 ＭＡＲＫＹ 原田友香 中野令子 若林幸代 紙田佳子
田中珠美
岡本優子 井上順子 加藤由美 川名文子

19 ＴＴＡＧ 風間敦子 上西衣代 小谷美枝子 前田めぐみ
山崎恵美子 渡辺正美
太田志津子 高垣道子 瀬田 典子 木達千春

20 Ｔ－ＤＡＴ 志賀智美 羽根 智代 向井節子

川口鈴美 白川真美 宇田川由美子 吉武美加子
21 千葉庭球会 菅谷香子 良元仁美 紫谷はるみ 工藤裕美

久保淳子
田口由美子 隈崎晶子 川井真弓 古川明子

22 殿山TG 永野きみ子 成田裕美 斉藤京子 依田美紀
清水哲子
高崎桂子 高木智子 西川優子 三縄順子

23 サンモニ 岩田浩代 若柳由美子 坂本和美 長與美奈子
高沢恵子
吉田正子 熊切豊子 関口光 田名部美穂

24 稲毛フラワー(1) 木村正子 山田春美 曽我弘美 四元裕子

坂元和子 小林早苗 久保田美佐子 長山智鋭子
25 ルネサンス鷹之台(3) 野原久美子 細江幸子 衛藤ひとみ 内田芳美

三橋和代 小澤久美 鈴木美和 山田智子
26 Ｋ・Ｓ・Ｔ 八角優子 杉本寿香 潮田晶子 富永直美

早川美代子
三浦恭子 桑村久美子 岡野幸枝 中山恭子

27 磯辺 小貫みゆき 三好厚子 近藤京子 新開久美子
佐方容子 上村まゆみ
庄野久美子 林麻子 渡辺節子 木戸洋子

28 ＮＩＣＨＯＭＥ 中西瑞代 加藤裕子 松井由里子 佐藤悦子
進藤由美子 山谷みさ子
小松幸美 佐久間忍 和田智子 石井信子

29 ステップ 海江田由佳 佐々木教子 菅沼美鈴 山田さよ
石井恵美
齋藤恵美 江尻広美 柴田佳代子 鈴木貴子

30 Ｆｚ(2) 山口佐知子 黒須佳菜 平野葉子

木場利子 紅谷悦子 近藤綾 川島美乃
32 幕張ベイタウン(1) 千濱路子 伊藤圭子 嘉山和子
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三橋美智代 永井恭子 小林玲子 並木静

33 美浜TG 田久保深雪 泊弘実 山岸久子 斉藤幸世

広田さとみ 川島文子 足立晶子 佐郷谷智美
35 Amie 林泉 上原繭子 松本聡子 宮坂典子

長谷川智江 山口恵美
小林由美子 三条陽子 宮嵜裕子 上野山牧子

36 Ｂｏｎｄｓ　TA(2) 佐久間千絵 古賀寿美子 榎本秀子

小田優子 大向　千鶴 橋本　美穂 北野　曜子
37 検見川(2) 藤原　七重 山本　敬子 岡田　タエ子 檜山　喜美子

成海　典子 栗林　久子
石井恵美 横山八恵子 佐藤弥生 栗原君江

38 Miracle 渡邊慶子 村上弘子 田中純子 伊藤葉子
柴貴子
遠藤純子 桶谷清美 松本美恵子 三浦初美

39 ルネサンス鷹之台(2) 野田真弓 鈴木千里 安斉直子 田中市子
高澤百合子 斧渕俊子
丹羽まり子 岩名ゆきの 菊池久奈 長島栄子

40 ＦＥＳＴＡ 福永美奈子 村上トシ子 山本忍 吉田千恵美

今泉光子 豊福正子 丸田由美 中屋敷直美
41 ドリーム 西口留美子 武田芳子 折田こず江 児玉直子

青山深雪 佐藤真知子 川口幸枝 秋田康恵
42 あすみが丘(2) 川北章江 吉川のぶ 国松美子 林世津子

伊藤みち代
迫田みつる 明石美紀 岩泉恵子 椙山博子

43 幕張ベイタウン(4) 羽貝聡子 神谷美代 北島恵美 尼田道子

管藤欣子 今井文子 田澤裕子 石井淑恵
44 高洲 松田久恵 石倉広実 重南昭子 島田千穂

小山智子
石井明子 正木多喜子 栗原美恵子 黒河内緑

45 ＣＶＴＴ 堀合信子 松本美江 江澤たけ

河内愛子 粟津真理子 田村秀子 福山八重子
46 瑞穂 大木暁子 山内容子 西野寛子 塩川紀子

萱野さつき 岩見順子 上田恵津子 鈴木敬子
48 イースタン 田中ひろみ 田上京子 多羅尾清子 森山郁野

安川りゑ子
本間淑子 新井由美子 稲葉小百合 神地一美

49 幕張ベイタウン(2) 堤ルリ子 津田佳子 武藤ひろ子 吉田奈津美

田中真紀 影長麻紀子 片山久美子 箕野由紀
50 Ｋｅｎ＇ｓ千葉 森谷真樹子 山本直子

松坂早知子 津田聖子 新井喜美子 秋元みゆき
51 西団地 岡田史子 佐々木智子 知念幸子 大山智子

山森厚子 江上良重 泉好子 伊藤陽子
52 テニスキューブ 田中奈美代 加藤快枝 尊田陽子 高橋弘子

山本祐三子 石井弘枝 前田千津子 熊谷裕子
53 Ｆｚ(1) 酒井薫 永嶋まさみ 小谷直子

那和綾子 近藤文子 山越裕美 土田久美子
54 トラスティ 齊藤聡子 永山美和

齊藤小百合 大沼　ヤエ子 大西　順子 青野　奈緒美
55 検見川(1) 池田　まゆみ 高見　由香 鈴木　茂子 出口　富子

中村光江 藤田美恵 佐藤美雪 坪原美和
56 ルネサンス鷹之台(1) 清水博江 南部富美枝 間瀬戸礼子 相原好子

大藪能理子 小川佳江 風見理恵子 実広教子
57 えるむ(1) 庄司峰子 菅佐原佳子 藤代千寿

矢口玲子 三村文代 三原紀子 松下苗美
58 Ｔ．ＡＳＫＡ 中嶋節子 内ヶ島真弓 渋谷尚代 益満綾子

田岡廣美
藤田経子 正田みどり 安部恵津子 五木田万佐枝

59 こてはし台 桑原くに子 簾尾和子 古川茂子 古澤育子

高橋恵子 足立好恵 帆足千秋 田中妙子
60 ライムポトス 多々良美代子 大倉幸江 外崎弥生 服部荘子

石井由実 樋口明美 井上広子 山浦由佳子
61 ミルフィーユ 丸山紀子 平田惠利子 斉藤千里 山下詠子

阿形典子 菊池隆美 中嶋幸子 川口亮子
62 真砂テニスクラブ 黒川恵子 宮川明子 志馬田美香 小出小百合

千葉有希 清水美智子 北村五月 小川美智代
64 Ｂｏｎｄｓ　TA(1) 坂田みゆき 葛西麻衣子 折野一美 島村史

水谷陽子 藤澤靖子


