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男子シングルス 男子ダブルス

一般 ４５歳以上 ６５歳以上 一般 ４５歳以上 ６５歳以上

1 川合正登 竹田雅明 石橋健一 1 石濱健司・坂巻亮 清水学・竹田雅明 小川利明・石原武

2 増田康二 堀和正 河内信朝 2 島井安広・中島裕太 堀和正・坂尻浩孝 小野田隆義・砂川和彦

3 藤原　宏二 福沢真一 小川利明 3 三浦雅也・名畑匡剛 小原雅史・藍川伸雄 石川 透・石橋健一

4 御子柴 明　 畠中 克彰 渡辺博 4 石井駿介・前田翔吾 野村岳志・岡崎仁 上平　光・藤村　愼一

5 榎本寛章 清水学 渡辺吉幸 5 堀之内 智良・永富 裕章 藤原宏二・北村和夫 﨑田　廣造・神山　隆夫

6 田代和昭 北田良一 砂川和彦 6 高橋 知也・正岡樂人 田中 覚・齋藤 克己 森田雅支・安田幸博

7 鈴木　草汰 深井　仁 中津井和宏 7 青木索・伊藤駿 脇谷俊文・田中啓光 森正恵・古内弘

8 大野隆博 川村勝好 小野田隆義 8 岡本啓司・伊藤智夏也 寺山　俊・清水　斉

9 佐伯浩 小山順一 石川 透 9 豊島　正美・小比賀　剛 三澤朋宏・廣瀬建司

10 牧野雄一 小原雅史 坂井義和 10 浅野将平・北村亮太 有金淳・中村喜昭

11 澤田俊博 野村岳志 﨑田　廣造 11 湯浅邦洋・田中亮 鈴木弘・山上嘉久

12 堀之内 智良 渡邊武彦 神山　隆夫 12 松崎 航・宮川 孔志 樽井由孝・斉藤　淳

13 永富 裕章 田中 覚 椎橋能久 13 和泉太一・玉城守 渡部大輔・桑原真

14 田中裕介 齋藤 克己 森田雅支 14 弓削建仁・武藤勇太 鈴木　秀一・林　宏紀

15 正岡樂人 渡辺康一 安田幸博 15 伊藤 遼・出口 雄也 安藤　誠・響谷　良行

16 千原卓也 三澤 朋宏 川見雅美 16 木川　眞・藤由　亨

17 渡邉圭祐 福元紀哉 石原 武 17 増留　已喜夫・三瓶　博夫

18 吉田淳哉 村田義行 大塚　正 18 樋口　美明・安田　隆範

19 岸本純一 藤野忠之 中島康彦 19 高田敏寛・秋坂洋三郎

20 青木索 安藤　誠 中野　正夫 20 渡辺康一・山田武夫

21 石垣健司 木川　眞 竹本　雅人 21 金児 健二・薮崎 雅之

22 岡本啓司 増留已喜夫 22 田中 忠大・渡邊 武彦

23 伊藤智夏也 田中 忠大 23 大野隆博・塩崎幸永

24 豊島　正美 高田敏寛 24 佐藤憲明・藤田高徳

25 塩見悟史 品田賢大 25 野田雅靖・酒井直

26 伊藤竜朗 金児 健二 26 土佐順一・大木隆博

27 藤岡修平 薮崎 雅之 27 中川 真・金子 三千雄

28 糸数英敏 塩崎幸永 28 渡邉和則・関川敏之

29 望月照恭 浦山佳勝 29 飯村鉄也・鈴木圭

30 小川隆 樽井　由孝 30 長谷部　浩・黒須美浩

31 松崎 航 佐藤憲明 31 本間啓介・国井幸治

32 城坂誠 川口　裕幸

33 松本敬一郎 栗原 聡

34 山本 清二 藤由　亨

35 伊藤 遼 藤田高徳

36 黒川雅裕 秦野孝一郎

37 渡辺 浩平 横瀬　利和

38 麻生洋輔 澤野正明　

39 中野晃博 新井　雄一郎

40 古田　匠 中川 真

41 濱野　治 飯村鉄也

42 廣瀬建司

43 藍川伸雄

44 鈴木　圭

45 吉田　智昭

46 佐川明彦

47 小比賀 剛

48 齋藤 豊



女子シングルス 女子ダブルス 2/2

一般 ４５歳以上 一般 ４５歳以上

1 廣戸果央里 武井美佐子 1 國田あずさ・平澤麻実子 大石亜矢子・宮田真美

2 竹内茉莉恵 清水光世 2 佐藤千絵・安見智子 沼　文子・寺地佳織

3 清水 幸代 沼　文子 3 田辺貴子・上田真由美 木川田映美子・大住由紀子

4 仲綾奈 佐藤康子 4 伊藤由衣子・村上夏海 川添千春・馬地容子

5 桂川道子 馬地容子 5 浦山由紀子・山口弥生 岩崎美和・副島幸子

6 阿部香子 川添千春 6 岩見　多恵・山木　真知子 菊地和代・服部順子

7 佐藤　美里 國田あずさ 7 石森美帆・塚田英子 阿部郁美・柴田謹子

8 星 美奈子 水野敦子 8 小野塚 美和・清水 幸代 枝野陽子・山崎順子

9 阿部郁美 9 相馬　佐都・千原　友美 冨田加代子・紙田佳子

10 小梶利香 10 持田　忍・杉浦　真由美 田中潤子・家田知子

11 石山浩子 11 中野まり・中野麻彩 武井美佐子・青坂由美子

12 大友貴子 12 小口由希子・佐川奈保子 和田明美・佐藤光子

13 小野塚 美和 13 黒川果歩・齊藤典子 市川桂子・菅原佐都美

14 安田恵子 14 佐々木真理・中村美津子 安部啓子・河野美恵

15 和田明美 15 岡本香代・北坂朋子 花岡 秀美・根津 洋子

16 廣瀬加奈子 16 小川智子・藤原婦美

17 河野美恵 17 岸中由里・須合千寿子

18 佐藤純子 18 堺 裕子・笠井 美由紀

19 神宮寺 亜由美 19 小梶利香・荻原珠緒
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