
[2016]第35回 沼津リーグ 男子登録メンバー

時之栖TC
アクトス

ポーツクラ
ブ

メリーポピン
ズA

トーシンA TCT-A O`PEACE クレストン キャノンA
さくらテニス

クラブ
SMTC

杉本　秀隆 垣内崇寛 中野 博之 深澤　誠 佐野　真治 斎藤直仁 渡辺　克久 伊藤　雅俊 高田俊明 高嶋　宏次
加藤　和昭 後藤匡宏 監物 宏明 中村　佑介 木本　年彦 八野和也 山崎　淳一郎 茶谷　一夫 高田武志 上原　謙治
石内　　誠 山本貴博 大野 祥起 壹岐　源士 安達　拓也 小林尭広 日原　隆志 縣　伸一 下久保　賢 元　裕太郎
千田　裕章 秋山雄亮 椎田 真史 眞田　智 染葉　真一 鈴木克広 江口　淳彦 田邊　真人 中村圭佑 高宮　亨
吉岡　信浩 勝間田恭兵 秋本 康晴 宮下 知朗 加藤　悠起 根上朝光 差生　英昭 柏原　良太 今井大輝 塚田　賢和
鈴木　啓司 宮下龍一郎 白男川 裕之 森本　紳司 大井　寛祟 土屋祐太 本間　海 川崎 靖弘 土屋朝貴 山本　裕和
田中　純 森智広 仲　佑紀 清水　俊彦 新藤　剛 高木　凌 岩瀬　貴之

鈴木　大輔 沖健太 田中　諒弥 加藤博夢 稲木 直人
宮崎　祐一 東貴大 内村　徳仁 長谷川竜一 川元　秀倫
加藤　優作 三井駿介 清板　祥伴
西山　大貴 鈴木久敬 勝又　薫
佐藤　大和 渡辺俊徳 大川　篤
佐藤　武瑠 河向迪秀 井上　晃夫
長島　一雄 蓬生　明男
長島　敏大 北村　巌
田形　雄一
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リコー
J-

ARASHI
富士通 明電舎 東富士TC モムス

SCCテニス
クラブ

メリーポピン
ズB

沼津市役所
メリーポピン

ズC

江崎　直幸 嵐　恭一 杉浦　由紹 間部　喜之 伊藤広矩 福島　孝一 大石琢磨 大石 将志 森山　直也 青田 広史
後藤　寛 大石　彰 渡辺　孝児 片岡　結 杉平成広 酒井　敦 前田太希 宮本 貴史 秋山　孝道 渡辺 和樹
下山　啓介 伊藤　栄敏 黒田　博史 和山　幸夫 鈴木達也 鈴木　康弘 川崎卓弥 加藤 大貴 朝日　俊之 大木 章裕
唐戸　敏彦 山本信宏 高橋　聖樹 藤井　正人 大村順一郎柏木 隆介 新宮歩 古徳 臣 石川　貴文 片野 隆信
菅野　博文 長倉雅秋 勝又　裕之 山本　和之 池田将之 竹内　進 江本敏和 厚木 優希 石川　大夢 岡山 祐樹
岸田　宏之 関口　勝友 林　淳一 岩崎克哉 西村 隆央 佐倉直樹 岩﨑　克己 中村 素史
谷口　重徳 沖島　治大 伊東　高見 天野翔 富樫　貴裕 大関哲哉 岩崎　純也 横山 長治
増田　稔 久田　明彦 小林　幹成 石井　直人 及川　智文 小松 禎史
山口　岳人 北村　達也 浅田　真人 多賀　直人 亀田　達也
仁井　大輔 池岡 幹裕 小林　透典 齋藤　慎哉 河辺　翼
江本　茂 竹川 洋都 石橋　達朗 勝呂　聡 木内　一元
宇田川  昭 甫足　創 木村　直樹 石田 勝彦 監物　厚
梁川　宜輝 大橋　俊也 河野　浩
山部　順司 高野　翼 清水　雄也
友田　光弘 鈴木　文男
北野　亨 滝山　茂
伊藤　勝隆 筑木　和正
兼為　直道 長橋　憲一
廣川　悠哉 日永田　重行
米田　賢司 望月　優作
小原 岳 髙嶋　晃一
野田 和正 横井　淳
鈴木 巧 米山　祐介
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沼津テニスク
ラブ

TCT-B 本日庭球日A トーシンB
イシバシテニ
スガーデン

本日庭球日B 沼津東高校 キャノンB 三菱アルミA 三菱アルミB

辻　昭彦 渡辺　光洋 坪井信邦 遠藤　眞弘 近藤　徳夫 井原　芳章 菅野颯真 石田　功 前田　耕嗣 松葉　範康
高田　道雄 山内　利晃 片山徹 畔柳　光也 中川　俊人 嘉数　大輔 野木楓真 木下　信行 梅田　和弘 岩口　智由
中野　文雄 佐々木　良和 岩田季志 小沢　正典 堀江　理貴 金田　徳振 河野剛士 坂田　志朗 鈴木　義和 堀籠　博志
杉田　大助 遠藤　洋介 眞野敬士 勝又　浩美 田ノ上　秀雄 渡辺　義之 肥田直也 工藤　和秀 多田　信彰 向尾　三男
忠内　秀敏 小池　光伸 長崎晃平 勝又　知渡政 千葉　雄一 宮崎　和男 土谷　利一 佐藤　弘 与田　道広
三木　岳 仲　名緒紀 鳥越　利幸 青木　建穏 小倉　英二 池田　喜充 鷲山　宏治 高橋　憲昭
小針　一仁 吉村　悠太郎 赤池　次行 田村　崇 寺川　豪 八木　健二
堀江　薫雄 田中　洋一 吉筋 賢 鈴木　航 木田　幸治
高柳　雅彦 河野　達夫 畔柳 敏広 傳田　正

相原　哲也 仲本　光
柴田　　智
長沢　和孝

新規Eリーグ



[2016]第35回 沼津リーグ 女子登録メンバー

メリーポピ
ンズ

トーシン TCT
アクトスポー

ツクラブ
SMTC クレストン 時之栖TC BLC 沼津市役所 富士通

SCCテニスク
ラブ

水谷 茂美 　渡辺　克子 杉本　美幸 浅田よし子 平井　幸子 杉本恵子 石内多恵子 姉川美和子 日永田　せつ子 中川　玲子 平林美紀

西田 陽子 　稲野　和美 大石　典子 柿本すみ子 八木　真澄 伊藤優子 室伏なをみ 秋山洋子 小栗　玲子 田中　まゆみ 長谷川香那

差生 さやか 　眞田　夏実 佐藤　いづみ 岡田富江 北村  洋子 加藤信子 吉岡ますみ 石川もとえ 及川　眞理子 前迫　滋子 木野村菜穂子

鈴木 いずみ 　友森　智子 松山　晶子 平林妙 辻  美智子 掛橋智美 三井理恵 金子久美子 宮本　和子 林　　千加 金箱陽子

石井 佐知子 　中村　千里 日吉　留美 原君子 土屋　智美 山本真奈美 鈴木宗恵 木代縁 壱岐　幸 北村　由起子 杉本昭子

坂崎 綾香 　沼尻　容子 伊藤　絢子 吉岡真弓子 池田　映夢 脇田志津子 佐々木啓子 大岳　春代 大橋　善恵 杉本富紀

高橋 佳澄 　深澤　幸子 仲　なつき 中野眞由美 本多　澄美 中村雅子 佐野孝子 長野　わかな 杉山　理子 杉本伊梨

監物 愛 　宮永　京子　 河野　真波 卜部総子 山本　のり子 下田まさ子 杉山　徳子

　安田　寿美子田中　智紗 水口雅宥子 尾田　真理子 古郡恵子 北村　尚子

　山田　嘉子 仲　さつき 稲葉梨莉 斉藤　真子 細貝加代子

河野　美哉 櫻田しずか 関  敦子 山本幸子

栗原　牧子
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