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●　確認をお願いいたします。間違い・訂正等は下記よりご連絡ください。

https://ws.formzu.net/fgen/S30761067/

● 成立種目の選手は、下記口座へ4/20までにお振込みをお願いします。

　　県内登録選手　　S/D　3100円

　　県外選手　　　　　S/D　3600円

　　　　*ダブルス　県内選手と県外選手がペアの場合、県外扱いとなります。

　　　　*コンビニ決済が間に合わなかった為、お振込みをお願いいたします。

　　　　*ゆうちょ銀行ではありません。

群馬銀行　新町支店　普通預金

店番号　161　　口座番号　0914135

口座名　ｸﾞﾝﾏｹﾝﾃﾆｽｷﾖｳｶｲｷﾖｳｷﾞﾌﾞ

● 振込名を名字・種目でお願いします。

　　　例)  　ｸﾞﾝﾏ60ms   ｸﾞﾝﾏms60

　　　　　  　ｸﾞﾝﾏ60wd   ｸﾞﾝﾏwd60

    *シングルス・ダブルス一緒に振込の場合

　　　例)  　ｸﾞﾝﾏ60msd   ｸﾞﾝﾏmsd60

      *複数人分お振込みの場合は下記よりメッセージを下さい。

https://ws.formzu.net/fgen/S30761067/

順不同

1 G0025899 柳原 一也 松本市役所ローンテニスクラブ

2 G0026160 上條 琢也 TEAM しんきん

3 関 信介 エリス

4 G0024641 村田 安弘 Tアイ

5 菊川 達啓 一筆テニスクラブ

6 土田 瑛介 ミナミグリーンテニスクラブ

7 白木 厚好 R-FLAG

8 小渕 智史 マキシマム

9 関 広太 エリス

10 小倉 隆史 ミナミ

不成立

1 G0025472 永阪 慎一 BOUNCER

2 G0026108 鈴木 大五郎 シルキーウインズ

3 G0022089 長谷部 良浩 新田テニスクラブ

4 G0025177 大竹 佳樹 R-FLAG

5 村岡 瑞基 ミナミグリーンテニスクラブ

6 伊藤 智耶 ＧＢＫ

7 矢部 明彦 ミナミグリーンテニスクラブ

8 永井 圭 山田テニス企画

9 吉田 謙二 日立Astemo

不成立

春季ベテラン(E1)テニストーナメント　申込リスト

 男子35歳以上ダブルス

 男子40歳以上ダブルス

 男子35歳以上シングルス

 男子40歳以上シングルス

https://ws.formzu.net/fgen/S30761067/
https://ws.formzu.net/fgen/S30761067/


1 登録申込中 鷲山 丈博 京王テニスクラブ

2 G0023048 本多 晴一郎 BLACKSOX

3 G0023880 平林 亮二 Ｙｕ－Ｙｕ

4 丹羽 孝明 チームU&T

5 G0021367 土屋 祐介 CTA千葉県テニス協会個人会員

6 G0019662 渋谷 茂雄 シーサイド

7 G0021251 渋谷 一義 TOPインドアステージ

8 G0024719 石川 大輔 ゴーゴーズ

9 G0025264 鏑木 紀彦 一筆テニスクラブ

10 G0025519 山口 博之 新田TC

11 豊島 剛史 S.T.C

12 石埼 卓馬 ミナミグリーンテニスクラブ

13 紫野 正人 群馬町テニス 

14 松本 健次 高崎水曜会

15 赤岩 素明 一筆テニスクラブ

16 反町 圭介 高崎水曜会

17 葭葉 貴弘 藪塚TC

18 櫻井 雄司 P3TC

19 G0024099 齋藤 智晴 MAT高崎テニスクラブ

20 平井 郁彦 MAT高崎

21 G0025039 林 宏信 高崎水曜会

1 G0025039 林 宏信 高崎水曜会 小桜 憲弘 高崎水曜会

2 橋本 寛 フジクリ 豊島 剛史 S.T.C

3 佐藤 靖人 ラ?ポーム あすなろラケットクラブ 関口 義則 ATC

4 萩原 秀実 マキシマム 塚越 信広 富士通ＦＳ

5 坂本 浩章 前橋ローンテニスクラブ 山本 将来 前橋ローンテニスクラブ

 男子45歳以上ダブルス

 男子45歳以上シングルス



1 G0022346 米澤 英樹 セダーデンテニスアソシエツ

2 G0003762 柳 春樹 TPLトレクティス・ラボ

3 G0025201 森 忠雄 チームオクヤマ

4 G0022573 橋本 進也 BLCAKSOX

5 G0018262 鳥海 哲也 サンコウ電子研究所

6 G0023125 楠本 琢哉 日本酸素ホールディングス

7 G0020681 金丸 恭弘 テニスプラザ戸塚

8 G0023989 大久保 修 おはよーテニス

9 G0024993 岩立 大三 大正セントラル新宿

10 G0022085 井上 知行 森下ITA

11 G0025876 相木 孝仁 駒沢ラケットクラブ

12 G0022104 友近 剛史 Space135

13 茂木 健 MAT高崎TC

14 近光 亮 高崎水曜会

15 岩切 清高 あすなろ

16 G0024817 田村 孝広 エリステニスクラブ

17 横山 雅克 MATインドア

18 長谷川 肇 R-FLAG

19 G0024579 秋山 隆幸 ミナミグリーンテニスクラブ

20 吉沢 勉 KTR

21 寺島 崇雄 Blitz

22 飯塚 久晴 mat tennis academy

23 大山 裕之 榛名TC

24 廣井 幸治 あかぎテニスクラブ

25 秋吉 司 MAT高崎テニスクラブ

26 G0017195 福島 大輔 東テニスクラブ

27 G0020915 本田 直大 エリステニスクラブ

28 星野 亨 KTR

29 赤間 昌彦 エリス

1 G0026031 齋藤 功之 大井ファミリー G0026038 小山 勝巳 テニスクラブ大井ファミリー

2 星野 亨 KTR 吉沢 勉 KTR

3 赤間 昌彦 エリス 徳増 和哉 エリス

4 G0025035 富田 悟郎 GBK 荘 隆俊 新田クラブ

5 金田 秀樹 ＡＣＴＴ 中嶋 寛之 ＡＣＴＴ

6 廣井 幸治 あかぎテニスクラブ 星野 智 あかぎテニスクラブ

 男子50歳以上ダブルス

 男子50歳以上シングルス



1 G0017598 両角 明博 TMY

2 G0016617 長谷川 伸治 GODAI港北

3 G0003277 殿塚 一奧 あわっこくらぶ

4 G0022168 田中 周作 おはよーテニス

5 G0023022 田中 克己 中央区テニス連盟

6 G0022283 竹村 愼治 爆＆K

7 G0017761 高塚 浩文 テニスプラザ戸塚

8 G0024925 仙元 繁和 二十人会

9 G0016467 鈴木 康之 あわっこくらぶ

10 G0021607 崎田 寧史 チームオクヤマ

11 栗原 浩一 太田クラブ

12 G0025344 荻原 紀彦 ロンドテニスドーム

13 G0022755 大纒 仁 HONDA TC

14 G0025012 尾池 宏充 爆＆Ｋ

15 岩本 修 妙正寺テニス会

16 G0022449 井上 晋 リトルプリンステニスクラブ

17 G0023956 高柳 達也 SUNZ

18 栗原 兼六 桐生LAWN

19 下平 由紀夫 R-FLAG

20 内田 泰正 リトグリ

21 G0014465 髙橋 正勝 ＩＴＴ

22 反町 勇一 Ｇ－ＴＭＳ

23 三木 一成 GBK

24 神林 信行 ZEN

25 G0006675 中原 勉 MAT高崎TC

26 G0015595 相場 学 館林ローンテニスクラブ

27 林 徳弘 ノグチテニスカレッジ

28 G0022121 青木 哲郎 マキシマム

29 鍜治 晋 高崎水曜会

30 野口 洋介 SPD

1 G0005106 御代 元 明治神宮外苑テニスクラブ G0023438 浜口 隆則 明治神宮外苑テニスクラブ

2 G0003718 一筆 匡則 一筆テニスクラブ 斉藤 耕一 一筆テニスクラブ

3 鍜治 晋 高崎水曜会 小山田 潤一 高崎水曜会

4 佐藤 昌芳 マキシマム 川浦 弘仁 榛東テニス

5 境野 仁 スプレット 白石 祐治 MAT高崎

6 G0015595 相場 学 館林ローンテニスクラブ 板橋 尚史 館林ローンテニスクラブ

 男子55歳以上ダブルス

 男子55歳以上シングルス



1 G0017170 米川 実 吉田が丘テニスクラブ

2 G0025107 安村 雅己 善福寺公園テニス倶楽部

3 G0000141 前田 瑞晴 アクトスポーツクラブ

4 平野 一彦 青葉テニスクラブ

5 G0017506 関根 好克 ローズTG

6 G0021784 篠田 昇 フミヤエース市川テニスアカデミー

7 G0025550 阪 幸信 Fテニス

8 G0016002 小山 鑑明 ニューフロンティアテニスクラブ

9 G0024116 後藤 俊夫 あさきテニスクラブ

10 G0020187 鎌田 譲 サントピアテニスクラブ

11 G0015833 金子 幸男 佐野サンライズ

12 G0017076 落合 聡 宇都宮サンテニスクラブ

13 G0023849 岡澤 昌廣 長野日本無線ＴＣ

14 G0017372 大沢 知之 新座ローンテニスクラブ

15 G0008925 浦田 幹男 港区テニス連盟

16 G0014525 市川 雅幸 イースタンテニスクラブ

17 G0017232 石川 英明 フロックス

18 G0019250 石井 進 見川フリー

19 G0025399 池田 祐司 美野里TC

20 G0020325 五十嵐 重智 ササキＴＣ

21 G0006262 秋山 敏行 にこにこTC

22 小山 也寸志 サン

23 荒井 春実 桐生LAWN

24 G0025690 中村 芳生 リベロ

25 増茂 仁 SAZANKA

26 五十嵐 由光 ISTC

27 G0000126 中村 博敏 上武大学

28 大内 章義 TJC

29 池田 元治 渋川テニスクラブ

30 G0024464 高橋 誠 前橋ローンテニスクラブ

31 G0025874 谷 聖一 大正セントラルテニスクラブ新宿

32 酒井 健二 サンデン

33 G0008196 谷本 英雄 一筆テニスクラブ

34 塩澤 敦 ISTC

35 大関 一久 エリス

36 佐藤 嘉伸 R-FRAG

37 島田 俊彦 エリステニスクラブ

38 G0020214 井田 薫 高崎水曜会

39 間々田 隆男 新田テニスクラブ

40 神津 典之 R－FLAG

1 G0008196 谷本 英雄 一筆テニスクラブ G0013677 原田 博司 京王テニスクラブ

2 G0012326 杉田 康司 OST G0014027 岩崎 充雄 OST

3 G0006262 秋山 敏行 にこにこTC G0007383 浜中 義治 Club Hit

4 間々田 隆男 新田テニスクラブ 清村 啓一 新田テニスクラブ

5 神津 典之 R－FLAG 佐藤 嘉伸 R－FLAG

6 高坂 哲朗 一筆ＴＣ 冨田 宗宏 一筆ＴＣ

7 佐藤 嘉伸 R-FRAG 神津 典之 R-FRAG

8 岡 善之 ラポームあすなろラケットクラブ 井田 昭 ラポームあすなろラケットクラブ

 男子60歳以上ダブルス

 男子60歳以上シングルス



1 G0022391 増渕 敏之 サンテニスクラブ

2 G0025184 保田 寿 ジャルダン

3 G0016391 土田 達 武蔵野市テニス連盟

4 G0016019 田中 久雄 新座ローンテニスクラブ

5 G 0016483 髙橋 勇人 髙橋スポーツ企画

6 G0000138 須藤 亨 にこにこT.C

7 G0021754 鈴木 均 ゼロ＆スクエア

8 G0022937 酒井 康英 光が丘テニスクラブ

9 G0024023 権守 仁彦 バージュ

10 G0019580 小林 文夫 vip‐topグループ

11 G0008384 川原 公規 にこにこＴＣ

12 G0020464 鬼木 英治 石神井ローンテニスクラブ

13 G0022260 尾形 政徳 上尾セントラル

14 G0022272 植竹 和彦 五霞町TC

15 G0025529 市之瀬 正行 埼玉県比企郡テニス協会

16 G0023644 西 憲久 群馬県シニア連盟

17 古野 雅由 サン

18 嶋田 博 太田テニスクラブ

19 齊藤 吉弘 MATテニスクラブ

20 G0016983 西場 利夫 ミナミ

21 森山 弘一 一筆テニスクラブ

22 G0002684 神沢 靖彦 高崎水曜会

23 上野 哲也 桐生ローン

24 G0024270 山田 満之 山田TＫ

25 古市 秀高 高崎水曜会テニス

26 江原 正能 桐生市役所テニス部

27 兵藤 孝男 前ク

28 鈴木 厚志 ホテル軽井沢1130 30‐LOVE

29 長田 隆博 Mat高崎テニスクラブ

30 藤井 敦 あすなろ

31 加藤 隆雄 東太田

32 G0022071 谷島 健司 前ク

33 中澤 治 ＮＲＳ

34 佐藤 稔 ニューサンピア

35 G0000910 矢澤 康弘 群馬県高体連テニス専門部

36 吉田 正 沼田ローン

1 G0025772 吉田 幸太郎 名細テニスクラブ G0025186 小ノ澤 克彦 名細テニスクラブ

2 G0017290 岩元 隆一 ベイリーフ G0022272 植竹 和彦 五霞町TC

3 G0011442 今橋 和彦 浦和パークテニスクラブ G0022211 菅 隆雄 中央林間テニスクラブ

4 G0013511 神山 好弘 キリウテニスクラブ 鎌田 幸年 小金井市テニス連盟

5 G0000910 矢澤 康弘 群馬県高体連テニス専門部 山口 義隆 群馬県高体連テニス専門部

6 吉田 正 沼田ローン 西 憲久 沼田ローン

 男子65歳以上ダブルス

 男子65歳以上シングルス



1 G0024017 渡邉 英男 ときわ平テニスクラブ

2 G0017473 涌井 保夫 TIC

3 G0020330 吉川 昇 稲城市テニス連盟

4 G0001455 宮下 恒郎 清瀬市テニス協会

5 福島 裕二 足利ローンテニスクラブ

6 G0015757 樋口 好央 静岡ウィンビレッジテニス倶楽部

7 G0016455 西井 儀一 チームオクヤマ

8 G0020637 田中 正二 善福寺公園テニスクラブ

9 G0017202 園田 哲夫 アドバンテージ

10 G0007652 菅原 孝 ダンロップ常盤平

11 G0020656 渋川 清 カトレヤテニスガーデン鴻巣

12 G0024207 柴田 光 原子力機構大洗

13 斎藤 富男 前橋友遊

14 G0017961 近藤 秀憲 総武グリーンテニスクラブ

15 G0016476 小泉 誠 東村山市テニス連盟

16 G0021931 伊海田 誠一 Big  Tomorrow  福島県

17 G0020225 荒木 隆夫 東芝横浜テニス部

18 G0020430 小島 恒巳 東太田テニスクラブ

19 峯岸 敬 前橋友遊

20 G0000885 山田 精一 高崎水曜テニス会

21 木村 信一郎 一筆テニスクラブ

22 G0018449 関 八郎 沼田ローンテニスクラブ

23 G0022474 荒井 久男 サークルM

24 G0024882 原 弘 東太田テニスクラブ

25 G0015506 平嶋 賢治 高崎テニスクラブ

26 堀越 邦夫 カオス

27 阿部 三郎 榛嶺テニスクラブ

28 今井 正 富岡テニスクラブ

29 G0017291 茂木 弘 リベロ

30 G0012866 斉藤 善久 サンクテニス

1 G0024770 由田 秀行 横河電機 G0019528 三友 和雄 カトレヤテニスガーデン

2 G0020330 吉川 昇 稲城市テニス連盟 G0016575 加藤 一顕 東宝調布テニスクラブ

3 G0001455 宮下 恒郎 清瀬市テニス協会 G0025860 安斎 正郷 新座ローンテニスクラブ

4 G0015757 樋口 好央 静岡ウィンビレッジテニス倶楽部 G0015509 浦野 健治 藪塚ﾃﾆｽクラブ

5 G0018449 関 八郎 沼田ローンテニスクラブ 桂 俊一 名細テニスクラブ

6 G0017291 茂木 弘 リベロ 園田 哲夫 アドバンテージ

7 G0012866 斉藤 善久 サンクテニス 井上 憲紀 長谷川香料

8 木場 義文 沼田ローン 齊藤 富男 ISTC

 男子70歳以上シングルス

 男子70歳以上ダブルス



1 G0011990 藁科 誠 結城テニスクラブ

2 G0009635 宮地 俊樹 明治神宮外苑?クラブ

3 G0006401 松本 好弘 石神井ローンＴＣ

4 G0012338 福田 和彦 リトルプリンステニスクラブ

5 G0016240 比原 幸夫 三菱重工横浜

6 G0010868 柴田 良一 バージュ

7 G0012620 鍵山 彰男 石神井ローンテニスクラブ

8 G0004314 永井 隆 あすなろラケットクラブ

9 富澤 忠雄 TJC

10 G0000224 黒沢 豊作 ラポームあすなろラケットクラブ

11 G0022444 堀田 篤良 リベロ

12 渡丸 一男 高崎ローンテニスクラブ

1 G0006401 松本 好弘 石神井ローンＴＣ G0006788 森谷 直之 小平テニス倶楽部

2 G0016188 本田 嘉郎 ルネサス鷹之台テニスクラブ G0017674 早川 用二 CTA

3 水出 勇 高水 織茂 貞行 高水

4 小松原 健夫 桐生ローンテニスクラブ 吉田 良一 ISTC

5 G0009635 宮地 俊樹 明治神宮外苑テニスクラブ 中村 行男 日機装

6 G0000395 黒沢 豊作 ラポームあすなろラケットクラブ 北澤 宏 パサニアテニスクラブ

1 G0019634 開発 昭男 栃木県テニス協会

2 G0021236 井部 千万吉 ISTC

3 G0021790 福田 興司 カオス

4 渾川 昭夫 高崎ローンテニスクラブ

不成立

 男子75歳以上ダブルス

 男子80歳以上ダブルス

 男子75歳以上シングルス

 男子80歳以上シングルス



不成立

不成立

不成立

不成立

1 L0018583 岩垂 桃香 FAIRWIND

2 山中 真弓 ミナミグリーンテニスクラブ

3 須永 明美 JSS

不成立

1 L0012124 吉川 政子 リトルプリンステニスクラブ

2 L0020240 宮本 裕子 ベルビューTC

3 L0019720 柴田 直子 ＯＴＳ

4 L0025506 岡本 紀子 昭和の森テニススクール

5 福島 みち子 エリステニスクラブ

6 春山 友代 山田テニス企画

不成立

1 L0012672 三角 てるみ 登戸サンライズ

2 L0011377 千葉 有希 D-tennis

3 L0012094 川村 千鶴 あじさいインドアTS

4 L0012583 片平 しのぶ 蕨市テニス協会

5 藤澤 真由美 エリステニスクラブ

不成立

 女子45歳以上ダブルス

 女子40歳以上ダブルス

 女子35歳以上シングルス

 女子35歳以上ダブルス

 女子50歳以上シングルス

 女子55歳以上シングルス

 女子50歳以上ダブルス

 女子55歳以上ダブルス

 女子40歳以上シングルス

 女子45歳以上シングルス



不成立

1 L0025375 和田 千絵 足利みなみ L0025376 松本 桂子 かすみ

2 根岸 敦子 ヴィーナス 六本木 由美子 高水

3 山田 滋子 一筆テニスクラブ 越川 直子 スプレッド

1 L0018473 吉野 章代 田園テニス倶楽部

2 L0009647 間宮 奈穂子 むさしの村ローンテニスクラブ

3 L0012561 永沼 登久子 P3

4 L0008986 石橋 奈峰美 鴻巣グリーンテニスクラブ

5 谷本 律子 一筆テニスクラブ

6 L0003078 荻原 昌子 ラポームあすなろラケットクラブ

1 L0011905 安井 多津子 富士見台テニスクラブ L0004410 田中 初枝 テニスプラザ戸塚

2 L0000322 神沢 富士江 高崎水曜会 L0003830 炭谷 綾子 上尾セントラルTC

3 L0002899 飯沼 久美子 立川テニス倶楽部 L0012685 中田 美衣子 立川テニス倶楽部

4 L0007168 新井 綾子 小川硬式テニスクラブ L0018669 高木 美江子 さわやかテニスクラブ

5 L0003589 秋元 静子 東宝調布テニスクラブ L0007984 清原 恭子 関町ローンテニスクラブ

6 L0003078 荻原 昌子 ラポームあすなろラケットクラブ 中曽根 由美子 ラポームあすなろラケットクラブ

7 栗山 道代 高崎水曜会 酒谷 由美子 高崎水曜会

8 L0009724 橋本 晴美 ミナミグリーンテニスクラブ 村上 節子 前橋友遊

不成立

不成立

不成立

不成立

 女子70歳以上ダブルス

 女子75歳以上ダブルス

 女子80歳以上ダブルス

 女子65歳以上ダブルス

 女子60歳以上シングルス

 女子65歳以上シングルス

 女子70歳以上シングルス

 女子60歳以上ダブルス


