
第68回東日本選手権大会申込者一覧 2013/6/6

各種別 順不同
一般男子 一般女子 シニア女子５０

No. 氏名 所属 No. 氏名 所属 No. 氏名 所属
1 的場　隆 アキム 1 安川　真璃子 アキム 1 相川　美智子 さいたま岩槻チェリー
2 大関　秀一 アキム 2 水松　彩華 アキム 2 中山　広子 さいたま天沼ファミリー
3 高橋　瑞季 アキム 3 成田　悠 アキム 3 田中　久美子 加須婦人クラブ
4 菅原　直樹 アキム 4 田村　祥子 アキム 4 高橋　富美子 所沢ペアートテニスクラブ
5 小林　翔 熊谷あかいらか 5 岩﨑　美生 上尾S.T.C 5 久保田　千恵子 所沢ペアートテニスクラブ
6 内田　綾 熊谷あかいらか 6 大内　彩 上尾S.T.C 6 大野　幸子 川口クラブ
7 平山　直樹 熊谷あかいらか 7 関根　美智子 草加松原ソフトテニス
8 佐藤　充朗 熊谷あかいらか 成年女子 8 平林　光子 蓮田ファミリーテニスクラブ
9 高柳　洋資 熊谷あかいらか No. 氏名 所属

10 原　拓生 熊谷あかいらか 1 奥山　奈美 さいたま浦和テニスクラブ シニア男子５５
11 酒井　秀樹 熊谷あかいらか 2 藤岡　友子 さいたま岩槻すみれクラブ No. 氏名 所属
12 五十嵐　優介 熊谷あかいらか 3 竹沢　拡子 所沢テニスクラブ 1 本田　恒之 さいたま浦和あかつき
13 谷口　諒 上尾S.T.C 4 大橋　加奈 上尾ＩＭＵＡ 2 吉川　洋一 さいたま浦和あづまクラブ
14 西田　純司 上尾S.T.C 3 小林　孝 さいたま日本信号
15 小松　孝徳 川口ISC 4 品田　利彦 熊谷クラブ
16 品川　貴紀 川口市役所 シニア男子４５ 5 村田　栄次 春日部ソフトテニスクラブ
17 渡辺　秀幸 川口市役所 No. 氏名 所属 6 上田　孝春 川口市役所
18 菅原　弥麻登 川口市役所 1 関合　信明 さいたま浦和ファミリーテニスクラブ 7 大木　伸 大山口ソフトテニス
19 赤嶺　悠紀 川口市役所 2 福山　末光 さいたま浦和ファミリーテニスクラブ 8 小林　孝志 秩父COCクラブ
20 川合　翔二 川口市役所 3 大谷　巨樹 さいたま浦和ファミリーテニスクラブ 9 吉田　裕 東松山市役所
21 池田　裕介 川口市役所 4 小川　泰 さいたま浦和ファミリーテニスクラブ 10 松下　廣則 富士見市ソフトテニス連盟
22 齊藤　貴聖 川口市役所 5 菊池　清彦 深谷クラブ 11 木村　眞敏 本庄クラブ
23 佐々木　駿 川口市役所 6 福山　貴男 深谷クラブ 12 原　功 本庄クラブ
24 荒井　良平 川口市役所 13 清野　勉 本庄クラブ

14 菊池　利春 蕨テニスクラブ
シニア女子４５

成年男子 No. 氏名 所属 シニア女子５５
No. 氏名 所属 1 宮尾　真由美 所沢ペアートテニスクラブ No. 氏名 所属

1 嶋田　秀樹 AGEO CLUB 2 平山　浩子 所沢ペアートテニスクラブ 1 犬養　久子 さいたま岩槻すみれクラブ
2 三橋　浩司 さいたま浦和ファミリーテニスクラブ 2 菅井　ヒデ子 さいたま天沼ファミリー
3 上村　和永 さいたま浦和むつみクラブ シニア男子５０ 3 田中　紀久子 久喜鷲宮コスモス
4 本田　恵一 さいたま日本信号 No. 氏名 所属 4 市川　喜和子 熊谷あすなろクラブ
5 高橋　友和 ふじみ野OTA 1 増田　隆行 さいたま　さくらそうクラブ 5 大久保　祐子 熊谷クラブ
6 利根川　裕司 坂戸ソフトテニスクラブ 2 小関　覚 さいたま　椎之木クラブ 6 渡邊　静江 三郷団地クラブ
7 藤田　健 春日部ソフトテニスクラブ 3 小林　和義 桶川STC 7 安井　みつえ 川越リバー
8 名取　英則 上尾S.T.C 4 保高　智 桶川STC 8 桜　郁代 川越リバー
9 島田　雅史 世田谷テニス 5 田中　良治 久喜栗橋テニス 9 青木　はな子 川口クラブ

10 中村　進 川口ISC 6 川野辺　武 久喜栗橋テニス 10 小林　きみ子 秩父COCクラブ
11 安藤　拓也 川口市勤労者テニスクラブ 7 磯口　益宏 所沢ペアートテニスクラブ 11 中川　順子 朝霞市ソフトテニス連盟
12 根岸　朗 川口市役所 8 内田　重信 上福岡テニスクラブ 12 葛西　厚子 東松山レディス
13 西川　光治 東松山東山クラブ 9 小野　吉則 上福岡テニスクラブ 13 菊池　真理 富士見市ソフトテニス連盟
14 上村　友和 日本無線 10 上野　儀一 川口市勤労者テニスクラブ 14 本村　美早子 富士見市ソフトテニス連盟

11 大野　勝敏 川口市勤労者テニスクラブ
12 中村　康雄 草加若葉会
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シニア男子６０ シニア男子６５ シニア男子７０
No. 氏名 所属 No. 氏名 所属 No. 氏名 所属

1 白石　春夫 さいたま浦和あづまクラブ 1 尾方　国勇輝 さいたまJR東日本 1 望月　幹夫 さいたま浦和フレンドリー
2 村田　則夫 さいたま浦和あづまクラブ 2 小野　栄 さいたま浦和あづまクラブ 2 五反田　強 さいたま浦和フレンドリー
3 吉岡　憲二 さいたま浦和あづまクラブ 3 横田　昌久 さいたま浦和あづまクラブ 3 石山　透 さいたま岩槻ダリア
4 長澤　輝雄 さいたま浦和あづまクラブ 4 古川　直之 さいたま浦和あづまクラブ 4 田邉　正男 熊谷クラブ
5 篠山　明 さいたま浦和あづまクラブ 5 矢貝　平八 さいたま浦和クラブ 5 上田　裕之 熊谷クラブ
6 山岡　時夫 熊谷あすなろクラブ 6 新田　康人 さいたま浦和クラブ 6 前原　政幸 松の木
7 高野　時夫 熊谷ホリデークラブ 7 佐藤　伸宏 さいたま浦和ファミリーテニスクラブ 7 高橋　邦彦 上福岡テニスクラブ
8 小野　秀利 熊谷ホリデークラブ 8 安藤　和男 さいたま岩槻スバル 8 松本　寛 川越初雁クラブ
9 杉山　泰久 所沢ペアートテニスクラブ 9 福島　利宏 ふじみ野OTA 9 水口　賢一 川口クラブ

10 行方　茂 所沢ペアートテニスクラブ 10 尾池　洋一 ふじみ野OTA 10 大渕　保夫 川口市勤労者テニスクラブ
11 井田　順一 所沢ペアートテニスクラブ 11 山下　慶彦 ふじみ野OTA 11 矢島　宏行 東松山箭弓倶楽部
12 松島　清介 上福岡テニスクラブ 12 三宅　宗治 越谷クラブ 12 鈴木　重臣 蕨テニスクラブ
13 岩上　清 上福岡テニスクラブ 13 保倉　謙治 熊谷クラブ
14 清水　久 新座タイガー 14 岩田　宏 川口クラブ シニア女子７０
15 松波　仁司 富士見市ソフトテニス連盟 15 井下　洪平 川口クラブ No. 氏名 所属
16 安宅　昭 蓮田ファミリーテニスクラブ 16 富田　一夫 秩父COCクラブ 1 宮村　知江 さいたま浦和けやきクラブ

17 秋山　仁次 東松山箭弓倶楽部 2 笠井　タツ さいたま浦和けやきクラブ
シニア女子６０ 18 白田　満 東松山箭弓倶楽部 3 小林　雅子 さいたま浦和リバースクラブ

No. 氏名 所属 19 飯野　和男 比企小川クラブ 4 竹内　靖子 さいたま大宮クラブ
1 植山　正子 さいたま浦和けやきクラブ 20 内田　清 比企小川クラブ 5 脇田　和代 さいたま大宮スピンクラブ
2 本柳　とき子 さいたま浦和けやきクラブ 21 武川　征一郎 比企小川クラブ 6 山田　悦子 さいたま大宮スピンクラブ
3 葛和　真澄 さいたま浦和リバースクラブ 22 若月　昭彦 比企小川クラブ 7 遠藤　浩子 ふじみ野レディース
4 岸　和子 さいたま大宮ジンジャー 8 武蔵谷　智子 桶川STC
5 木暮　道子 さいたま天沼ファミリー シニア女子６５ 9 小林　文子 加須婦人クラブ
6 内田　薫 さいたま天沼ファミリー No. 氏名 所属 10 堀井　弘子 所沢ペアートテニスクラブ
7 金野　英子 ふじみ野OTA 1 田川　敦子 さいたま浦和けやきクラブ 11 渋谷　直代 所沢葵クラブ
8 明田　文子 ふじみ野OTA 2 中野　喜代江 さいたま浦和リバースクラブ 12 大上　素子 上尾レディス
9 小名　せい子 坂戸ソフトテニスクラブ 3 三田　照代 さいたま浦和リバースクラブ 13 新開　志保子 上福岡レディース

10 高橋　道子 所沢ペアートテニスクラブ 4 久世　幸子 さいたま岩槻すみれクラブ 14 松本　幸子 深谷グリーンクラブ
11 宮内　悦子 所沢ペアートテニスクラブ 5 加藤　とく子 さいたま大宮グリーンクラブ 15 篠田　知子 川越霞ヶ関テニス同好会
12 中谷　順子 所沢ペアートテニスクラブ 6 吉原　稜子 さいたま天沼ファミリー 16 飯田　栄子 川越霞ヶ関テニス同好会
13 野澤　あき子 上尾レディス 7 吉野　菊枝 桶川STC 17 立川　紀久代 川口婦人クラブ
14 宮越　由美子 川口クラブ 8 三須　文江 桶川STC 18 菅　玲子 和光クラブ
15 野原　昌江 東松山レディス 9 木村　睦子 所沢ペアートテニスクラブ
16 飯塚　陽子 東松山レディス 10 野村　ヒサ子 上尾レディス シニア男子７５
17 曽根　佳代子 東松山レディス 11 勝俣　百合子 上尾レディス No. 氏名 所属
18 太田　久江 東松山レディス 12 桜田　澄子 上尾レディス 1 森田　正 さいたま杉の子ファミリーテニスクラブ
19 越川　起代子 東松山レディス 13 中沢　冨士子 深谷ラリー 2 五十幡　俊道 熊谷クラブ
20 細田　貞子 蕨Qクラブ 14 鈴木　千香 川越霞ヶ関テニス同好会 3 猪上　登 熊谷クラブ

15 田中　たか子 東松山レディス 4 齋藤　薫 熊谷クラブ
16 村上　久仁子 東松山レディス 5 齋藤　幹夫 熊谷クラブ
17 岡野　俊枝 東松山レディス 6 矢嶋　順一 所沢ペアートテニスクラブ
18 田嶋　八重子 飯能ママさんテニスクラブ 7 石倉　敏光 川越初雁クラブ
19 木元　貞子 北本メイツ 8 園　平治 川口クラブ
20 忽滑谷　寿美子 蓮田ファミリーテニスクラブ 9 秋山　良知 川口市勤労者テニスクラブ

10 大滝　正栄 日立クラブ


