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かながわシニアスポ－ツフェスタ　２０２１　参加者名簿

1
フリガナ ネンリンサガミハラ フリガナ シマ　ケイジ

兼任
チ－ム名 ねんりん相模原

男子５８歳ダブル
ス 茂木　仁志 島　敬二

控え選手

監督 島　敬二
男子６８歳ダブル

ス 青木　正弘 新保　明男
女子５８歳ダブル

ス 川崎　さとり 今井　富美江

2
フリガナ リュウ フリガナ オオツカ　ナオヤ

兼任
チ－ム名 RYU 監督 大塚　直也

男子５８歳ダブル
ス 髙橋　進 大塚　直也

控え選手

男子６８歳ダブル
ス 中村　光彦 原口　豊和

女子５８歳ダブル
ス 外山　美奈子 杉本　祐子

3
フリガナ アブレカントリ－ フリガナ アジロ　ユタカ

兼任
チ－ム名 あぶれカントリ－ 監督 網代　豊

男子５８歳ダブル
ス 安福　哲男 長谷川　義人

控え選手 丹野　邦子

男子６８歳ダブル
ス 網代　豊 髙崎　増次

女子５８歳ダブル
ス 上村　久子 古屋　由美子

4
フリガナ タテノテニスクラブ フリガナ スギタ　ヨシヒコ

チ－ム名 立野テニス倶楽部 監督 杉田　芳彦

男子５８歳ダブル
ス 武間　恵洋 今泉　久

控え選手 松本　和明 保崎　佳代子

男子６８歳ダブル
ス 朝倉　伸行 関野　訓

女子５８歳ダブル
ス 加藤　千枝子 橋本　厚子

5
フリガナ ワイオ－ケ－スマイル フリガナ タカガキ　フトシ

兼任
チ－ム名 ＹＯＫスマイル 監督 高垣　太志

男子５８歳ダブル
ス 藤田　修二 前田　正克

控え選手

男子６８歳ダブル
ス 諏訪　勉 高垣　太志

女子５８歳ダブル
ス 高須賀　志保子 細野　千恵子

黄色枠は当日にメンバー変更となった選手
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氏名 68歳 61歳

氏名 60歳 歳

6
フリガナ エミエミアチュ－ウ フリガナ アオキ　ヒロアキ

兼任
チ－ム名 笑笑あちゅ-う 監督 青木　洋明

男子５８歳ダブル
ス 上田　真稔 山村　幸男

控え選手

男子６８歳ダブル
ス 青木　洋明 藤間　行雄

女子５８歳ダブル
ス 海野　恵美子 生田　美代子

7
フリガナ ショウナンタイガ－ス フリガナ ナガシマ　カズオ

兼任
チ－ム名 湘南タイガ－ス 監督 永島　一雄

男子５８歳ダブル
ス 平松　義信 程島　正之

控え選手

男子６８歳ダブル
ス 永島　一雄 古川　道夫

女子５８歳ダブル
ス 原　和代 舟田　律子

8
フリガナ ファミリ－シィ フリガナ イシジマコウイチ

兼任
チ－ム名 ファミリ－C 監督 石嶋紘一

男子５８歳ダブル
ス 小島高志 福原正彦

控え選手

男子６８歳ダブル
ス 石嶋紘一 斉藤　正

女子５８歳ダブル
ス 石井睦子 柿沼麗子

9
フリガナ セバンゴウサン フリガナ ウノ　カズユキ

兼任
チ－ム名 背番号　３ 監督 宇野　和之

男子５８歳ダブル
ス 細沢　良雄 小林　英一

控え選手

男子６８歳ダブル
ス 宇野　和之 笠原　良一

女子５８歳ダブル
ス 牧田　生子 三浦　貴美

10
フリガナ ショウナンシックス フリガナ エハラ　コウジ

兼任
チ－ム名 湘南　６ 監督 江原　光二

男子５８歳ダブル
ス 有井　豊 大野　健二

控え選手 江原　光二

男子６８歳ダブル
ス 谷本　友秀 山科　律

女子５８歳ダブル
ス 鳥谷部　薫 野崎　映子

黄色枠は当日にメンバー変更となった選手



氏名 74歳 70歳

氏名 67歳 66歳

氏名 62歳 69歳

氏名 歳 歳

氏名 70歳 72歳

氏名 63歳 68歳

氏名 66歳 64歳

氏名 73歳 71歳

氏名 71歳 75歳

氏名 65歳 66歳

氏名 61歳 62歳

氏名 歳 歳

氏名 77歳 72歳

氏名 74歳 68歳

氏名 65歳 64歳

氏名 歳 歳

氏名 72歳 75歳

氏名 74歳 71歳

氏名 61歳 65歳
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11
フリガナ キャン・ゼロ フリガナ ツノダ　ヒカル

兼任
チ－ム名 キャン・ゼロ 監督 角田　晃

男子５８歳ダブル
ス 山本　登司男 米本　正治

控え選手

男子６８歳ダブル
ス 角田　晃 添田　功

女子５８歳ダブル
ス 大橋　美枝子 町田　喜久子

12
フリガナ エコテニス フリガナ キシガミ　ユタカ

兼任
チ－ム名 エコテニス 監督 岸上　豊

男子５８歳ダブル
ス 一条　誠 北村　鋭也

控え選手 野崎　通正 増川　博久

男子６８歳ダブル
ス 山田　信一 恩田　稔男

女子５８歳ダブル
ス 稲葉　昌子 日裏　澄子

13
フリガナ ファミリ－シックス フリガナ カメイ　マサヒト

兼任
チ－ム名 ファミリ－６ 監督 亀井　正人

男子５８歳ダブル
ス 亀井　正人 桑原　彰

控え選手

男子６８歳ダブル
ス 柿沼　和夫 阿久沢　幸三郎

女子５８歳ダブル
ス 細沢　喜栄子 安藤　洋子

14
フリガナ ハヤブサ フリガナ ニシオ　タカオ

兼任
チ－ム名 はやぶさ 監督 西生　孝雄

男子５８歳ダブル
ス 吉田　裕 岡田　道明

控え選手

男子６８歳ダブル
ス 西生　孝雄 大野　日出男

女子５８歳ダブル
ス 石田　伶子 森川　喜美子

15
フリガナ サガミハラシビ－ フリガナ ササキ　ノボル

兼任
チ－ム名 相模原市B 監督 佐々木　昇

男子５８歳ダブル
ス 髙橋　宏彰 嶋田　健太郎

控え選手 谷口　みよ子

男子６８歳ダブル
ス 佐々木　昇 髙橋　修一

女子５８歳ダブル
ス 中野　慶子 阿部　定子

黄色枠は当日にメンバー変更となった選手



氏名 68歳 70歳

氏名 61歳 60歳

氏名 64歳 62歳

氏名 68歳 62歳

氏名 72歳 69歳

氏名 64歳 61歳

氏名 66歳 61歳

氏名 68歳 61歳

氏名 70歳 74歳

氏名 63歳 62歳

氏名 61歳 60歳

氏名 63歳 歳

氏名 68歳 73歳

氏名 65歳 64歳

氏名 65歳 64歳

氏名 歳 歳

氏名 75歳 75歳

氏名 61歳 60歳

氏名 69歳 62歳

氏名 74歳 歳

16
フリガナ グッディ フリガナ トネガワトオル

兼任
チ－ム名 グッディ！ 監督 利根川　徹

男子５８歳ダブル
ス 小熊　健一 藤野　幹彦

控え選手 桃井　優身 大石　令子

男子６８歳ダブル
ス 東　正義 利根川　徹

女子５８歳ダブル
ス 山内　文子 室橋　恵美子

17
フリガナ ベテランラン フリガナ ミヤハラ　アキコ

兼任
チ－ム名 ベテランＲＵＮ 監督 宮原　章子

男子５８歳ダブル
ス 佐々木　勝彦 鎌田　広

控え選手 小林　孝好 高久　百合子

男子６８歳ダブル
ス 細野　明角 岡本　明

女子５８歳ダブル
ス 宮原　章子 佐藤　直美

18
フリガナ チ－ムライズ フリガナ フクシマ　エミ

兼任
チ－ム名 チ－ムＲＩＳＥ 監督 福島　恵美

男子５８歳ダブル
ス 上村　義則 江成　純也

控え選手 石賀　久子

男子６８歳ダブル
ス 押川　和夫 飯塚　正治

女子５８歳ダブル
ス 福島　恵美 加藤　紀子

19
フリガナ シ－ドワン フリガナ イチカワ　アキラ

兼任
チ－ム名 シ－ドワン 監督 市川　明

男子５８歳ダブル
ス 大館　貞好 丸林　徹

控え選手

男子６８歳ダブル
ス 中堀　実 市川　明

女子５８歳ダブル
ス 高柳　智子 増田　満美子

20
フリガナ ブンタ フリガナ アオキ　ヒロノリ

兼任
チ－ム名 ブン太 監督 青木　曠憲

男子５８歳ダブル
ス 牧野　安博 奈良　利昭

控え選手 渡会　正晃

男子６８歳ダブル
ス 藤本　重彦 青木　曠憲

女子５８歳ダブル
ス 佐藤　智子 鈴木　孝枝

黄色枠は当日にメンバー変更となった選手


