
  ３月２０日の県連盟総会において関東大会県予選会の中止が決定されました。

  競技委員会にて、予選申込み選手の中より昨年度の県ランキングポイントを

基準とし、各県内大会の成績を考慮し選考を行いました。

  本大会出場選手は、再度申込みが必要ですので、各支部担当者にて手続き

を行ってください。

申込先 埼玉県ソフトテニス連盟　事務局　飯野 透　　宛

〒３６５－００４４　鴻巣市滝馬室９３２－４

振込先 郵便口座番号 ００１９０－３－７２２５８８

加入者名 飯野　透

参加費 ４，０００円 （１ペア）

〆切日 ４月２０日（水）まで

※ 他県の選手と出場する方は承諾書が必要です。

  予選会参加料につきましては、総会にて東北太平洋災害義援金として被災者

の方々へ支援の一環として活用させて頂きたくご理解のほどよろしくお願い致し

ます。

  各支部申込み担当者は、該当選手へ連絡、手続等のご手配をよろしくお願い

致します。

お  知  ら  せ

平成２３年度　関東大会出場選考選手について



所属 所属 所属

1 石川哲蔵 池田裕介 川口市役所 17 森佑輔 米田佑二 大宮ｸﾗﾌﾞ・椎之木ｸﾗﾌﾞ 本大会推薦 藤原英也 岡田正之 韮崎市ソフト・川越東魂

2 菅野創世 渡邉秀幸 川口市役所 18 土屋涼平 玉澤賢 桶川STC・大宮ｸﾗﾌﾞ 本大会推薦 三橋浩司 本田恵一 浦和ファミリー・日本信号

3 関根新哉 髙橋啓太郎 アキムテニスクラブ 19 小澤真一 相川龍 日本信号 本大会推薦 利根川裕司 若松義夫 坂戸ｿﾌﾄﾃﾆｽ・むつみクラブ

4 喜多川真 西田純司 上尾S.T.C 20 関原嘉紀 後藤俊允 滑川クラブ 1 村瀬充 斎藤正道 川口ＩＳＣ

5 橋本道和 中島拓郎 東山ｸﾗﾌﾞ・松山ｸﾗﾌﾞ 21 藤倉慎太郎 坂本恒輔 朝霞市連盟 2 澤田峰之 濵田武徳 川口市役所

6 伊勢達成 坂東浩司 行田ＧＴＯ 22 安田浩二 一場薫 桶川STC・朝霞市連盟 3 小山晃 坂中輝行 川口市役所

7 井部功一 福本良隆 曙ブレーキ 23 柴崎大助 竹島哲 所沢テニスクラブ 4 青木正雄 中村進 川口市役所・川口ＩＳＣ

8 金子裕幸 戸村俊平 アキムテニスクラブ 24 鈴木義文 山崎浩一 曙ブレーキ 5 山田真人 岡田正尚 浦和あづま

9 根本貴寛 吉田真一郎 ｱｷﾑﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ・浦和あかつき 25 内田淳史 香山佑太 春日部ｿﾌﾄﾃﾆｽ 6 二松正憲 西川光治 東山クラブ

10 御前明 松田善隆 滑川クラブ 26 金森淳 山口直樹 坂戸ｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 7 富岡正司 八木勝美 吉見クラブ・滑川クラブ

11 根岸宏晃 白戸将道 所沢テニスクラブ 27 大河祐介 瀬尾達也 草加松原 8 磯部洋市 中村康雄 草加若葉会

12 池田貴洋 小杉和也 浦和あかつき・大宮ｸﾗﾌﾞ 28 本多祥吾 下道秀真 大宮ｸﾗﾌﾞ・東魂ｸﾗﾌﾞ 9 藤田健 上村和永 春日部ソフト・浦和むつみ

13 水上智貴 福嶋健太 草加松原 29 早津夏樹 佐藤優也 飯能 10 小林毅信 名取英則 ＡＧＥＯ ＣＬＵＢ・上尾ＳＴＣ

14 渡邉優作 吉澤浩之 アキムテニスクラブ 30 浅川和保 伊藤雄二 桶川ＳＴＣ 11 小暮博 金親利安 和光ソフト

15 齊藤貴聖 赤嶺悠紀 川口市役所 31 中村雅司 佐川徳広 狭山市役所・上尾S.T.C 12 上田延洋 山畑浩二 飯能

16 中田和之 鈴木康之 坂戸ｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 32 我妻雄太 深澤秀雄 東山ｸﾗﾌﾞ・梶田ｸﾗﾌﾞ 13 菊池清彦 仙福和茂 深谷クラブ・やまぼうし

14 根岸朗 小西保 川口市役所・入間ｿﾌﾄﾃﾆｽ

15 薗田明彦 塩崎圭由 越谷クラブ

16 田中守 中山亮 日本信号・曙ブレーキ

所属 所属 所属

本大会推薦 小関覚 小野吉則 椎之木クラブ・上福岡クラブ 本大会推薦 木村眞敏 上田孝春 本庄クラブ・川口市役所 本大会推薦 松島清介 小野秀利 上福岡クラブ・熊谷ホリデー

1 小林和義 増田隆行 桶川ＳＴＣ 本大会推薦 菊池利春 本田恒之 蕨テニス・浦和あかつき 1 荻久保博 白根廣行 大宮クラブ・大宮サンデー

2 宮島清 樺沢克行 滑川クラブ 本大会推薦 小林久夫 中村雅美 浦和むつみ・川口市役所 2 杉山泰久 小池豊 所沢ﾍﾟｱｰﾄﾃﾆｽ・新座タイガー

3 山崎淳一 小島寿夫 上福岡クラブ・坂戸クラブ 1 新沼宏之 磯口益宏 浦和あづま・所沢ゲイリー 3 新井次郎 日高邦之 本庄クラブ

4 横田敏弘 石田和巳 桶川ＳＴＣ 2 笠原康久 岡田勝典 小川クラブ 4 飯島辰雄 木村正明 本庄クラブ

5 小沢勇 金井健治 熊谷ホリデー 3 内田重信 新宅浩二 上福岡クラブ・浦和あづま 5 大森昌司 荻野隆一 浦和あづま

6 伊藤恭史 原清智 よの軟庭会・ｼﾞｬﾊﾟﾝｴﾅｼﾞｰ 4 田中良治 川野辺武 栗橋テニス 6 赤石浩司 松下廣則 ふじみ野OTA・富士見市連盟

7 神田浩一郎 斎藤宏治 梶田クラブ 5 吉岡範幸 品川正美 秩父ｿﾌﾄﾃﾆｽ 7 二木訓昭 岩上清 世田谷クラブ・上福岡クラブ

8 戸塚誠司 柳瀬勝彦 越谷クラブ 6 原功 清野勉 本庄クラブ 8 山岡時夫 安宅昭 熊谷あすなろ・蓮田ファミリー

9 金森重雄 檜山満 大宮サンディ・浦和あづま 7 根岸茂雄 秋山尚之 小川クラブ 9 小林孝志 吉川洋一 秩父ＣＯＣ・浦和あづま

10 吉沢健 山田恭敬 熊谷ホリデー・東山クラブ 8 佐藤正己 栗原博文 蕨テニス 10 小林孝 吉田裕 日本信号・東松山市役所

11 村田栄次 篠田武男 吉見クラブ 9 小室哲也 菅野勧 草加松原 11 新井啓三 奈良昇 栗橋テニス

12 池澤知彦 菊地義之 ﾁｰﾑ ｿﾌﾁｬﾚ・ﾁｰﾑ ｿﾌﾁｬﾚ 10 田中裕之 山田規雄 みよし・ＯＴＡ 12 関口成一 鈴木歩 所沢市民ソフト

13 黒川浩彰 及川俊也 春日部ソフト・越谷クラブ 11 畠山雄二 鈴木徹 浦和クラブ 13 北田賢司 木崎武 所沢市民ソフト

14 齊藤秀文 寺本篤 ＡＧＥＯ ＣＬＵＢ・保谷クラブ 12 田草川信雄 石原田茂 本庄クラブ 14 佐藤博 松本幸次郎 蕨フジ・蕨グリーン

15 植木規 福島秀一 本庄クラブ 13 上野儀一 大野勝敏 川口市勤労者 15 山村純 浅利力 岩槻本宿・岩槻ダリア

16 手島右踏 福山貴男 深谷クラブ 14 根岸督好 永田智 川越市役所 16 村田栄次 朝野宏 春日部ソフト・越谷クラブ

15 新井克茂 松井信高 東山クラブ・川越ＦＴＣ

16 吉野松雄 井上貴久雄 東山クラブ

所属 所属 所属

本大会推薦 折居明男 伊藤栄 浦和あづま・旭テニス 本大会推薦 大渕保夫 高橋邦彦 川口市勤労者・上福岡クラブ 1 矢嶋順一 森田正 所沢ﾍﾟｱｰﾄﾃﾆｽ・大宮杉の子

本大会推薦 竹内彪 山下慶彦 ＯＴＡ 1 小嶋利勝 三宅宗治 草加松原・越谷クラブ 2 五十幡俊道 上杉正忠 熊谷クラブ・浦和クラブ

1 森島泰信 金尾正 ＡＧＥＯ ＣＬＵＢ 2 保倉謙治 五反田強 熊谷クラブ・浦和フレンドリー 3 齋藤薫 齋藤幹夫 熊谷クラブ

2 秋山仁次 尾池洋一 箭弓倶楽部・ふじみ野ＯＴＡ 3 松本寛 矢島宏行 初雁クラブ・箭弓倶楽部 4 猪上登 長野順一 熊谷クラブ

3 飯野和男 元田兼一 小川クラブ・箭弓倶楽部 4 金尾洋 安藤和男 川越初雁・岩槻スバル 5 田邉正男 谷口克泓 熊谷クラブ・北本クラブ

4 村田則夫 白石春夫 浦和あづま 5 安川範平 森本建二 越谷クラブ・草加松原 6 小倉征文 粕田耕司 浦和ファミリー・ＵＫＴＣ

5 松波仁司 古田清司 富士見市連盟 6 石倉敏光 石倉豊 川越初雁 7 吉田徹 神谷四郎 川越霞ヶ関

6 小川原良和 古川直之 浦和あづま 7 望月幹夫 鈴木重臣 浦和フレンドリー・蕨テニス 8 水口賢一 秋山良知 川口クラブ・川口市勤労者

7 星野直人 虫明洋 桜 8 武川征一郎 井下洪平 小川クラブ・川口クラブ 9 赤羽由雄 伊能孝 熊谷あすなろ・壮健クラブ

8 伊藤尚夫 加藤芳夫 浦和あづま・桶川ＳＴＣ 9 長谷川忠男 青木勝幸 川口クラブ・新座団地 10 村山秀雄 仲野真文 所沢ﾍﾟｱｰﾄﾃﾆｽ

9 長澤輝雄 篠山明 浦和あづま 10 木村万泰 斎藤忠彦 北本クラブ・熊谷クラブ 11 高井忠昭 千葉博 新座団地・富士見市連盟

10 高野時夫 吉岡憲二 熊谷ホリデー・浦和あづま 11 阿部遥 庄山勝義 蓮田ファミリー 12 倉上朋夫 佐藤和夫 熊谷あすなろ・上尾ボレーズ

11 岡本功 菊地正二 東松山市役所 12 矢貝平八 中村繁 浦和クラブ・狭山　桜

12 亀村賢治 水野芳晴 熊谷クリーク・熊谷あすなろ 13 江口美昭 斉藤征二 浦和ファミリー

13 行方茂 井田順一 所沢ﾍﾟｱｰﾄﾃﾆｽ 14 高橋謙一 下田宏 所沢ﾍﾟｱｰﾄﾃﾆｽ・所沢ゲイリー

14 横田昌久 林美己 浦和あづま 15 福島利宏 尾方国勇輝 ＯＴＡ・ＪＲ東日本

15 水野博正 横川宏 日本信号・熊谷あすなろ 16 菊島東洋雄 鈴木弘道 上福岡クラブ

16 富田一夫 若月昭彦 秩父ＣＯＣ・小川クラブ

所属

1 田中美明 中島清 浦和麗和会・川口クラブ

2 鹿沼義治 野口邦雄 比企水曜ｸﾗﾌﾞ

選手名

シニア男子５０ シニア男子５５

シニア男子６０

選手名 選手名

選手名

シニア男子４５

選手名

一  般  男  子

シニア男子６５ シニア男子７０

シニア男子７５

選手名 選手名

選手名

成年男子

選手名選手名



所属 所属 所属

1 原幸恵 岡村美絵子 坂戸ｿﾌﾄﾃﾆｽ 17 関庸子 福島聡美 川越ｿﾌﾄﾃﾆｽ・大宮ジンジャー 本大会推薦 藤岡友子 斎藤佳子 岩槻すみれ・岩槻さつき

2 高橋紀子 嶋田真由美 坂戸ｿﾌﾄﾃﾆｽ・ＡＧＥＯｸﾗﾌﾞ 18 伊藤優 黒沢未来 よの軟庭会 1 大橋加奈 林田京子 上尾レディス・浦和むつみ

3 大柳明美 村田あき 曙ブレーキ 19 吉田みなみ 清水恵実 よの軟庭会 2 金親利予 川辺陽子 朝霞市連盟・川口クラブ

4 小俣奈緒美 山口裕美 川口クラブ・曙ブレーキ 20 富澤いずみ 山口恵美 川口芝勤労者・岩槻さつき 3 柏木瞳 宮腰敦子 熊谷クラブ・ＯＴＡ

5 上村尚子 池澤愛 川口クラブ 21 南恵奈 高橋陽子 坂戸ｿﾌﾄﾃﾆｽ 4 金子百合江 藤田規子 三郷団地ｸﾗﾌﾞ・春日部ソフト

6 佐久間睦 遠藤昭穂 曙ブレーキ 22 飯嶋由紀 富丘亜理紗 本庄クラブ 5 藤谷瑞穂 金尾えり奈 ＦＴＣ・ＯＴＡ

7 石川まい子 上野梨菜 東松山レディス 23 関谷香織 竹沢拡子 所沢ﾍﾟｱｰﾄｸﾗﾌﾞ・所沢ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 6 斉藤ありさ 原田えりか 川口市役所

8 初田佳菜子 横田ひかる 桶川ＳＴＣ 24 田口麻美 黒須絵理奈 浦和テニス・川口勤労者 7 難波さゆり 姉崎直美 朝霞市ソフト・川口ＩＳＣ

9 堀越里美 松本恵里加 本庄クラブ 25 江口美花 清水愛望 桶川ＳＴＣ 8 木村真由美 針生真弓 富士見市連盟

10 金田亜樹 小暮亜優美 川口ＩＳＣ 26 莇子伊都 菅谷麻衣 アキムテニス 9 吹井和実 山中暁子 川口西婦人・天沼ファミリー

11 宮島梨沙 中山愛 滑川クラブ 27 石塚美保 高山奈穂子 東山クラブ 10 橋本恵美 関博枝 浦和あかつき・浦和テニス

12 白井佳織 菅谷望 椎之木クラブ 28 荒井理沙子 成田晃代 所沢ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 11 豊田春美 湯澤知代 深谷ラリー

13 小澤翔子 小林未希 日本信号 29 小野真弓 阿部真奈美 熊谷クラブ・行田ＧＴＯ 12 稲垣かおり 阿久津優子 新座婦人

14 小野田澄恵 松浦美里 川口クラブ 30 松下空観 塚越香七重 坂戸ｿﾌﾄﾃﾆｽ・睦クラブ 13 飯塚優子 川辺厚子 朝霞市連盟・川口婦人ｸﾗﾌﾞ

15 牛込愛菜 牛込瑞菜 桶川ＳＴＣ 31 鈴木詩織 角田萌 桶川ＳＴＣ 14 関谷初美 藤澤香澄 所沢市民ソフト・朝霞市連盟

16 田村朋 上城朋美 吉見クラブ 32 西條恭子 佐々木彩乃 入間ｿﾌﾄﾃﾆｽ 15 舟根真由美 本田美紀 浦和リバース・大宮スピン

16 井本美和 細内幸子 蕨テニス・川口芝勤労者

所属 所属 所属

本大会推薦 寺林宗美 江口京子 東松山レディス・岩槻すみれ 本大会推薦 青木はな子 犬養久子 川口クラブ・岩槻すみれ 本大会推薦 中田三千代 宮越由美子 朝日生命・川口クラブ

本大会推薦 波吉弥生 熊田るみ子 上尾レディス・蕨サリク 1 小野ふみ子 小林きみ子 熊谷クラブ・秩父ＣＯＣ 本大会推薦 高橋道子 宮内悦子 所沢ペアート

1 宮本陽子 林明美 東松山レディス 2 田中紀久子 福本和子 鷲宮コスモス・熊谷クラブ 1 野原昌江 小名せい子 東松山レディス・坂戸ｿﾌﾄﾃﾆｽ

2 平林光子 久保田千恵子 蓮田ファミリー・所沢ﾍﾟｱｰﾄｸﾗﾌﾞ 3 中山広子 田中久美子 天沼ファミリー・加須婦人 2 大川順子 渡辺静江 入間ｿﾌﾄﾃﾆｽ・埼玉三郷団地

3 宮尾真由美 平山浩子 所沢ﾍﾟｱ-ﾄｸﾗﾌﾞ 4 大久保祐子 元田久美子 熊谷クラブ・東松山レディス 3 葛西厚子 大澤洋子 東松山レディス

4 中野則子 森亜紀子 浦和むつみ・浦和フンドリー 5 相川美智子 小川原徳子 岩槻チェリー・浦和あづま 4 水野恵子 高柳由紀子 熊谷あすなろ・熊谷クラブ

5 井口あつみ 片岡真紀子 大宮ミント・所沢葵 6 板橋節子 関根美智子 草加松原 5 須藤静子 岩瀬弘子 浦和テニス・浦和婦人

6 斎藤久美子 橋芙美枝 上尾レディス 7 浅倉絹枝 奈良由美子 新座婦人・越谷クラブ 6 本柳とき子 明田文子 浦和けやき・ふじみ野ｿﾌﾄ

7 三野久美 蓮沼直美 川口婦人 8 阿部多津子 矢野伊知子 浦和テニス・天沼ファミリー 7 横内洋子 大澤淑子 浦和けやき・ふじみ野ｿﾌﾄ

8 矢部智恵子 天満敦子 東松山水曜・朝霞市連盟 9 武井妙子 大塚千枝 鴻巣レディス・大宮スピン 8 三木けい子 清水千世子 鴻巣レディス

9 岸美枝 中島恵子 草加若葉ﾚﾃﾞｨｽ・草加松原 10 増子恵美子 大野幸子 川口クラブ 9 市川喜和子 市川睦 熊谷あすなろ・深谷ラリー

10 村山菜名 宇佐美宮子 大宮スピン 11 高橋富美子 近藤栄理子 所沢ﾍﾟｱ-ﾄｸﾗﾌﾞ・浦和テニス 10 菅井ヒデ子 中川順子 天沼ファミリー・朝霞ソフト

11 小川美枝子 鈴木幸子 北本メイツ・春日部フレンズ 12 原征子 松村和子 浦和けやき・大宮ミント 11 太田久江 越川起代子 東松山レディス

12 佐野伸子 田代久子 飯能ママ 13 河端貴江子 目黒冬美 春日部ﾌﾚﾝｽﾞ 12 安井みつえ 加藤登茂子 川越リバー

13 谷口千草 原口慶子 春日部ﾌﾚﾝｽﾞ・川越ﾌﾗﾜｰｽﾞ 14 末松美砂 堀田佳子 三郷団地ｸﾗﾌﾞ 13 栗原和子 草壁美津子 富士見市ソフト・草加松原

14 吉田里美 上原久美子 大宮ミント・朝霞市連盟 15 山脇優子 髙木美智子 東松山レディス 14 浅利早苗 中塚良利子 岩槻チェリー

15 高橋礼子 佐藤聡美 大宮ミント・よの軟庭会 15 高橋陽子 望月和江 新郷婦人・浦和テニス

16 長谷川征子 今井慶子 熊谷クラブ・坂戸ｿﾌﾄﾃﾆｽ

所属 所属 所属

本大会推薦 木暮道子 村上久仁子 東松山レディス 本大会推薦 田川敦子 桜田澄子 浦和けやき・上尾レディス 本大会推薦 山田悦子 篠田知子 大宮スピン・川越霞ヶ関

1 野口敏江 細田貞子 蓮田ファミリー・蕨Ｑ 本大会推薦 立川紀久代 松本幸子 川口婦人ｸﾗﾌﾞ・深谷ｸﾞﾘｰﾝｸﾗﾌﾞ 本大会推薦 堀井弘子 大上素子 所沢ペアート・上尾ﾎﾞﾚｰｽﾞ

2 加藤とく子 山口紀子 大宮グリーン・浦和リバース 本大会推薦 木元貞子 三田照代 北本メイツ・浦和リバース 本大会推薦 竹内靖子 菅玲子 大宮クラブ・和光クラブ

3 久下光枝 中谷順子 練馬ソフトテニス・入間若葉会 1 脇田和代 中野喜代江 大宮スピン・浦和リバース 1 越智光枝 宮村知江 加須婦人・浦和むつみ

4 植山正子 金野英子 浦和けやき・ふじみ野ｿﾌﾄ 2 鈴木千香 田嶋八重子 川越霞ヶ関 2 渋谷直代 若宮従子 所沢葵クラブ・所沢市民ソフト

5 内田薫 葛和真澄 天沼ファミリー・浦和リバース 3 藤沢道代 舟根慶子 草加松原・浦和リバース 3 飯田栄子 小林文子 川越霞ヶ関・加須婦人

6 柳沢節子 岸和子 所沢葵クラブ・大宮ｼﾞﾝｼﾞｬｰ 4 吉野菊枝 三須文江 桶川ＳＴＣ 4 池端好子 前沢操 大宮スピン

7 庄司充子 西村悦子 加須婦人 5 高橋洋子 木村幸子 東松山レディス 5 笠井タツ 小林雅子 浦和けやき・浦和リバース

8 原田照子 坂本味佐子 蕨Ｑ・岩槻すみれ 6 木村睦子 武蔵谷智子 所沢ﾍﾟｱ-ﾄｸﾗﾌﾞ・桶川STC

9 久世幸子 吉原稜子 岩槻すみれ・川口フレンド 7 田嶋スミ 石坂武子 飯能ママ・所沢市民

10 小森谷美子 須藤憲子 蓮田ファミリー 8 忽滑谷寿美子 延山房子 蓮田ファミリー・川越霞ヶ関

11 緒方純子 今野ひろ子 上尾レディス 9 岡安孝子 鈴木道子 大宮スピン

12 須中幸子 朏真弓 越谷婦人 10 結城捷子 塚越せい子 川口婦人・川口クラブ

13 寺島恵子 武田やよひ 所沢ﾍﾟｱ-ﾄｸﾗﾌﾞ・所沢ゲイリー 11 藤原洋子 川村英子 川口クラブ

14 野澤あき子 柏木鈴子 上尾もみじ・上尾原市 12 千葉恵美子 松本喜美枝 川口クラブ

15 飯塚陽子 曽根佳代子 東松山レディス

所属

1 富田千代子 鷹野久子 川口北婦人・川口クラブ

2 中野富美 田沼洋子 大宮スピン・浦和けやき

シニア女子７０

一  般  女  子 成年女子

選手名 選手名 選手名

シニア女子４５ シニア女子５０ シニア女子５５

選手名 選手名 選手名

シニア女子７５

選手名

選手名 選手名 選手名

シニア女子６０ シニア女子６５
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