
 (2020.02.03) 千葉県シニアテニス連盟

月 日 曜 行 　　    事 会 　    場 備　　　考

12～ 水 第17回千葉県シニアベテランダブルステニス大会

13 木 　(第33回ねんりんピック千葉県予選を兼ねる)

4 水 第46回日本シニアテニス千葉県大会 千葉県総合スポーツセンター 受付:CSTA事務局　2/13まで

10～ 火 受付:茨城県シニアテニス連盟

11 水 2／10まで

9 木 第11回柏支部大会(予備日16日) 市営柏の葉テニスコート 受付:柏支部　

15 水 第28回松戸支部大会 松戸市栗ヶ沢公園 受付:松戸支部

22～ 水 那須塩原市くろいそ 受付:栃木県シニアテニス連盟

23 木 運動場テニスコート 2/20まで　

27 月 船橋支部主催「やまびこテニスクラブ」交流戦 グラスポ・コート 受付：船橋支部　

28 火 第12回千葉中央支部大会 千葉県総合スポーツセンター 受付:千葉中央支部　

19～ 火 クラブヴェルデ 受付:連盟本部

22 金 (山梨県北杜市)

受付:茨城県シニアテニス連盟

4／30まで

4 木 第46回かずさグランドシニアテニス大会(予備日11日) 木更津市潮浜公園 受付:木更津支部　

25 木 第47回日本シニアテニス千葉県大会 千葉県総合スポーツセンター 受付:CSTA事務局　

1～ 水 受付:連盟本部

2 木 4/30まで

2 木 第11回千葉中央・船橋支部合同テニス大会 千葉県総合スポーツセンター 受付:千葉中央支部　

8～ 水

9 木

10～ 木 東金市・エストーレホテル 受付:CSTA事務局 

9 11 金 アンドテニスクラブ

16～ 水 那須塩原市くろいそ 受付:栃木県シニアテニス連盟

17 木 運動場テニスコート

1 木 第47回かずさグランドシニアテニス大会(予備日8日) 木更津市潮浜公園 受付:木更津支部　

14 水 第29回松戸支部大会　 松戸市栗ヶ沢公園 受付:松戸支部

20～ 火 前橋・ＡＬＳＯＫぐんま総合 受付:群馬県シニアテニス連盟

21 水 スポーツセンター

27～ 火 滋賀県・長浜バイオ大学 受付:連盟本部　

28 水 ドーム

5 木 第12回柏支部大会(予備日12日) 市営柏の葉テニスコート 受付:柏支部　

11 13 金 第48回日本シニアテニス千葉県大会 千葉県総合スポーツセンター 受付:CSTA事務局　

18 水 第14回千葉・埼玉親善交流大会 埼玉・大宮第2公園コート 受付:CSTA事務局　

12 4 金 第13回千葉中央支部大会 千葉県総合スポーツセンター 受付:千葉中央支部

2021  1/14 木 第20回新春シニアテニス柏大会(予備日21日)　 柏市富勢運動場 受付:柏支部　

年  3/3 水 第49回日本シニアテニス千葉県大会 千葉県総合スポーツセンター 受付:CSTA事務局　

※CSTA事務局　〒277-0835 柏市松ヶ崎1050-1-114 石塚明寛　Ｅメール「csta.2nd@gmail.com」 申込は必ず「大会名」を記入。

　(申込方法など詳細は各ホームページに掲載の開催要項で確認してください)

2020年度　行事予定

第11回水戸オープンテニス大会 水戸総合運動公園コート

5

6

3

千葉県総合スポーツセンター2

28

4

新青森運動公園

白子(カアナパリホテル) 受付:松戸支部　

第23回那須野が原オープンシニア大会

「千葉県シニアテニスクラブ」で
申し込み

水戸総合運動公園コート

第21回千葉県オープンシニアテニス大会ｉｎ東金

第39回日本シニアテニス全国大会

第8回松戸支部白子お楽しみ大会

日本シニアテニス連盟団体戦ｉｎ青森

10

木 第28回北関東地区オープンテニス大会(予定)

7

第15回夫婦＆ミックスオープンin那須

第23回伊香保オープンシニア大会

第4回日本シニアテニス秋季全国大会



2019年千葉県シニアテニス連盟　大会実績
大会名 月日 会場 種目 備考

男性 72 <ベストシニア賞>

女性 71 高村　乃武

合計 143 江幡　玲子

男性 63

女性 75

合計 138

男性 16 <ベストシニア賞>

女性 14 中山　喜昭

合計 30 中村　日出子

男性 75

女性 67

合計 142

男性 63 <ベストシニア賞>

女性 62 江井重郎

合計 125 広瀬良子

男性 26

女性 24

合計 50

合計 1,256

2020年千葉県シニアテニス連盟　大会予定
大会名 月日 会場 種目

団体戦
ペア変動制男女別ダブルス

※台風15号被害
により中止

※埼玉県参加者
男性＝48名
女性＝50名
合計＝98名

第20回東金オープン

9月12日
（木）
13日
（金）

エストーレ
ホテル アンド
テニスクラブ

6月25日
（火）

千葉県総合
スポーツセンター

 ペア変動制男女別ダブルス

第49回千葉県大会
2021年
3月3日

千葉県総合
スポーツセンター

ペア変動制ミックスダブルス

第28回北関東大会
5月28日
（予定）

水戸総合運動公園

9月12日
　 13日

エストーレ
ホテル アンド
テニスクラブ

第48回千葉県大会
11月13日
（金）

千葉県総合
スポーツセンター

 ペア固定男女別ダブルス

第21回東金オープン

参加者

第13回千葉・埼玉交流戦
11月18日
（水）

大宮第二公園  ペア固定男女別ダブルス

 ペア変動制男女別ダブルス

第47回千葉県大会
6月25日
（木）

千葉県総合
スポーツセンター

 ペア変動制男女別ダブルス

第43回千葉県大会

3月4日
（水）

千葉県総合
スポーツセンター

ペア変動制ミックスダブルス

3月6日
（水）

千葉県総合
スポーツセンター

ペア変動制ミックスダブルス

第27回北関東大会
5月30日
（木）

大宮第二公園

第46回千葉県大会

第45回千葉県大会
11月8日
（金）

団体戦
ペア変動制男女別ダブルス

 ペア固定男女別ダブルス

第12回千葉・埼玉交流戦
11月20日
（水）

大宮第二公園  ペア固定男女別ダブルス

千葉県総合
スポーツセンター

 ペア変動制男女別ダブルス

第44回千葉県大会



2019年千葉県シニアテニス連盟　支部大会実績

支部 月日 大会名 参加者計 種目

1月17日 第18回新春シニアテニス柏大会 144 ペア変動制ミックスダブルス

4月17日 第9回シニアテニス柏支部大会 84 ペア変動制男女別ダブルス

10月24日 第10回シニアテニス柏支部大会 82 ペア変動制ミックスダブルス

4月17日 第26回松戸支部シニアテニス大会 108 ペア変動制男女別ダブルス

7月3日 ペア変動制男女別ダブルス

7月4日 ペア変動制ミックスダブルス

10月16日 第27回松戸支部シニアテニス大会 118 団体戦（4組）

1月28日 支部例会 38 ペア変動制男女別・ミックス

2月25日 支部例会 41 ペア変動制男女別・ミックス

3月25日 支部例会・ミニ大会 83 ペア変動制男女別・ミックス

4月22日 第6回やまびこテニスクラブとの交流会 64 交流大会

5月27日 支部例会 31 ペア変動制男女別・ミックス

7月5日 第10回船橋・千葉中央支部合同テニス大会 38 支部対抗戦

7月29日 支部例会 39 ペア変動制男女別・ミックス

8月26日 支部例会 40 ペア変動制男女別・ミックス

9月30日 支部例会 42 ペア変動制男女別・ミックス

10月21日 支部例会 41 ペア変動制男女別・ミックス

11月25日 支部例会 40 ペア変動制男女別・ミックス

12月16日 船橋支部忘年例会・紅白戦 48 ペア変動制男女別・ミックス

4月19日 第10回千葉中央支部オープンテニス大会 91 ペア変動制男女別ダブルス

7月5日 第10回船橋・千葉中央支部合同テニス大会 42 支部対抗戦

10月1日 第11回千葉中央支部オープンテニス大会 68 ペア変動制男女別ダブルス

6月6日 第44回かずさグランドシニアテニス大会 88 ペア固定男女別ダブルス

10月3日 第45回かずさグランドシニアテニス大会 70 ペア変動制男女別ダブルス

1,492

2020年千葉県シニアテニス連盟　支部大会予定
支部 月日 大会名 種目

1月16日 第19回新春シニアテニス柏大会 　※実施済 ペア変動制ミックスダブルス

4月9日 第11回シニアテニス柏支部大会 ペア変動制男女別ダブルス

11月5日 第12回シニアテニス柏支部大会 ペア固定男女別ダブルス

1月14日 第20回新春シニアテニス柏大会 　※2021年 ペア変動制ミックスダブルス

4月15日 第28回松戸支部シニア大会 ペア変動制男女別ダブルス

7月8日 ペア変動制男女別ダブルス

7月9日 ペア変動制ミックスダブルス

10月14日 第29回松戸支部シニア大会 団体戦（4組）

4月27日 第7回やまびこテニスクラブとの交流会 ペア変動制男女別・ミックス

7月2日 第11回千葉中央・船橋支部合同テニス大会 支部対抗戦

※ 毎月第４月曜日に支部例会開催

4月28日 第12回千葉中央支部オープンテニス大会 ペア変動制男女別ダブルス

7月2日 第11回千葉中央・船橋支部合同テニス大会 支部対抗戦

12月4日 第13回千葉中央支部オープンテニス大会 ペア変動制男女別ダブルス

6月4日 第46回かずさグランドシニアテニス大会 ペア固定男女別ダブルス

10月1日 第47回かずさグランドシニアテニス大会 ペア変動制男女別ダブルス

船橋支部

千葉中央支部

木更津支部

千葉中央支部

木更津支部

合計

柏支部

松戸支部 第8回松戸支部白子お楽しみ大会

船橋支部

柏支部

松戸支部 第7回松戸支部白子お楽しみ大会 52



支
部

会員
番号

氏　　名
支
部

会員
番号

氏　　名
支
部

会員
番号

氏　　名
支
部

会員
番号

氏　　名

318 中村　育子 19849 中村　美佐子 24518 佐々木　信子 11994 竹内　賢
2068 吾妻　英子 19878 前田　大志 24713 河部　光男 11996 堤　那知子
3256 土屋　善二 20303 神田　みき 24754 山中　基子 12090 小山　森三
4689 江幡　玲子 20529 中村　史郎 24852 染谷　成美 12322 手嶋　雅人
7255 中村　日出子 20615 中村　勝 25027 染谷　静男 12323 手嶋　比呂未
8556 岡島　高也 20803 植松　博 25062 小橋　英世 12345 村藤　雄厚
8612 佐藤　光子 20804 植松　美和子 25064 高久　豊彦 12377 富田　誠
8818 神谷　義紀 20888 伊東　俊紀 25099 所　恵子 12529 泉宮　敬和
9018 高津　紘治 21109 山本　信 25101 横川　久子 12641 伊藤　衛
9100 石井　徹哉 21184 鴨木　敬直 25129 佐竹　真由美 13147 小西　英雄
9112 田辺　美智子 21294 早川　正太郎 25347 堀岡　明子 13171 阿久津　須恵子
9149 清水　武 21343 居原田　薫 25348 米倉　栄子 13490 小島　三男
9232 武田　价子 21360 小田　玲子 25349 大田　加代子 13519 星野　明美
9301 黒岩　信子 21659 藤本　憲司 25351 河内　信朝 13567 山田　とよ
9311 江井　重郎 21695 岩﨑　敏夫 25377 山木　銀次郎 13647 松本　まゆみ
9634 武藤　英子 21821 清水　孝雄 25409 松村　興一 13807 前納　真知子
9681 田頭　靖嘉 21847 吉田　麻利子 25429 砂川　和彦 14083 三橋　輝雄
9697 山口　宏子 21870 森田　和枝 25443 中村　博一 14459 市川　憲子
9775 三浦　照子 21873 酒井　康博 25482 徳丸　洋 14527 野道　眞一
9908 中村　義久 21944 北野　瑞惠 25491 清水　要二 14528 野道　美和子
10361 河野　悦子 21965 石井　早苗 101 野本　洋子 14841 乾　安世
10669 金子　治子 21981 井口　満子 660 小栗　佑五郎 15235 根立　浩美
11154 福住　喜嗣 22002 高橋　章二 830 功刀　芳枝 15236 小島　公子
11238 森川　和江 22211 新井　美由紀 882 本間　満雄 15237 北嶋　紀子
11301 笹原　二美子 22212 松本　和美 979 木村　三枝 15443 太田　耕三
11432 飯野　はる子 22458 佐藤　隆保 1432 斎藤　典子 15969 小林　文雄
11504 寺本　幸子 22515 青山　泰文 4416 漆戸　昭也 15973 河合　正史
12620 榊原　奈々美 22538 野澤　賢治 4685 橋本　節子 16192 川辺　孝仁
13355 田村　豊美 22543 辰井　正雄 5319 小野寺　善勝 16595 滝沢　寿子
13524 日暮　孝子 22645 風澤　孝一 5320 小野寺　美知子 16774 小栗　欣也
13539 井上　朝子 22659 吉岡　常夫 6528 栗原　弘 16828 小山　勉
13566 松原　令子 22660 吉岡　都子 6772 中田　公美子 17156 松浦　浩一
13740 石倉　澄子 22670 中釜　忠道 6797 宮河　利津子 17410 深野　栄一
13839 石川　透 22710 白崎　教江 6809 渡辺　裕子 17626 吉澤　市元
14529 高野　進 22967 根本　正弘 6815 久場　睦子 17636 川村　佳兀
14530 小川　明雄 22968 根本　宏子 7508 片桐　義通 18086 西田　公也
14920 大久保　静弥 23040 星野　秀一 7950 坂牛　忠雄 18188 植田　茂
15355 森　正恵 23078 池田　薫 8092 飯塚　和夫 18193 右京　貞子
15397 渡邉　久江 23080 安藤　憲一 8419 中山　進次 18196 中島　絹子
16219 山田　盛人 23247 木村　孝範 8420 中山　房江 18218 横山　妙子
16397 竹元　忠彬 23275 鈴木　良隆 8550 小山　保 18229 島田　まり
17085 本田　久夫 23319 川村　正弘 8756 髙内　恭子 18232 井上　かおる
17096 中村　覚 23406 佐藤　孝子 9106 小倉　幸恵 18233 林　真紀子
17227 菊地　幹樹 23416 安藤　利枝 9249 林　直子 18234 佐藤　成子
17248 小野田　隆義 23546 倉井　操 9478 久本　泰秀 18257 小川　典子
17487 堀川　道夫 23629 鈴木　悦雄 9736 太田　利雄 18272 中井　康雄
17984 渡邊　博 23695 柳　良一 9808 新藤　訓 18644 新貝　洋子
18141 多賀　義郎 23750 原田　千敏 10278 曽根　陽子 18814 吉田　政雄
18150 桜井　茂登子 23851 岡島　みえ子 10458 大道　諒輔 18878 赤間　富士夫
18268 渡邉　英男 23906 田島　治郎 10796 杉山　喜代子 18879 赤間　希己江
19609 石塚　明寛 23923 藤野　進 11292 橋本　美紀 18881 秋庭　ルリ
19766 中嶋　信幸 23924 藤野　和枝 11596 鈴木　勝弘 18920 渡辺　二三男
19840 武井　幸男 24370 石原　和子 11616 増田　芳信 18921 渡辺　妙子
19841 武井　幸子 24405 藤岡　忠昭 11698 阿部　勝弥 18960 佐伯　幸信
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柏
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松
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在籍会員（支部・会員番号順） 2015/1/15現在(敬称略・648名)
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19010 田尻　勝洋 22421 杉　義人 松戸 25480 南家　史郎 19797 渡会　道子
19224 鈴木　紀夫 22424 森田　茂樹 3265 椎木　弘子 19965 吉田　千秋
19311 原田　博 22441 横森　慎五 3266 椎木　得臣 20015 石井　信一
19374 尾澤　のり子 22539 稲岡　教一 3272 冨田　登喜子 20058 林　令和
19395 小倉　秀 22621 三浦　繁 3397 利渉　久江 20075 石田　昌吉
19460 竹内　延元 22760 小出　郁子 3401 斎田　育子 20221 牧園　幸子
19559 岡崎　博志 22827 田中　よし子 3828 飯田　隆 20308 青柳　一法
19639 佐藤　あつ子 22837 松田　幸子 4686 高橋　美津江 20708 吉村　政明
19783 竹田　信二 22886 北原　昭子 4756 高橋　正子 21034 諸橋　寿美子
19816 前山　幸子 22969 嶋津　かをる 5583 白岩　仁 21067 緒方　秀夫
19817 小川　美枝子 22976 鈴木　直之 5587 土谷　昌範 21232 伴　敏
19848 榎本　道雄 23000 大村　利雄 7277 新川　彰 22079 久保　益男
19901 室木　久美子 23111 小倉　正道 7922 園田　保男 22162 早坂　広行
20253 小林　美代子 23112 小倉　裕子 8595 金久　悦規 22258 渡邉　信芳
20384 大羽　秀史 23163 井出　政司 9327 渡来　恵子 22411 窪塚　敏紀
20499 倉持　正夫 23185 遠山　義男 9541 村瀬　哲 22412 窪塚　妙子
20554 高橋　晴美 23189 坂倉　哲雄 10694 三部　一子 22963 岡　辰枝
20555 牧之瀬　綾子 23200 藤井　幸子 11939 中谷　彰 23238 小松　一正
20556 宮崎　由美子 23333 鳥羽　直子 12661 曽我　康洋 23302 真船　千秋
20557 石塚　由美 23424 中村　孝美 13409 楠井　収 23408 島村　昭司
20658 網本　桂子 23437 浦川　セツ子 13526 相葉　毅 23551 深尾　悦子
20659 清家　威侯 23466 佐藤　龍男 13701 山根　泰彦 23552 佐藤　純子
20660 清家　由美子 23495 河野　由起枝 13755 松井　和子 23558 冨川　保
20815 古沢　馨 23515 伊東　厚子 14326 髙木　忠男 23679 松本　豊
20927 竹島　浩平 23524 中島　幸子 14354 畠　節子 23718 小川　章
20951 上山　みどり 23640 平田　真里子 14449 西澤　小夜子 23743 笠間　道子
20956 斎藤　孝夫 23658 角野　優史 14450 大倉　陽子 24207 中西　晴義
21010 松井　陽二 23677 諸江　博美 14453 渡辺　良文 24295 真船　聖美
21051 松丸　百合子 23719 福井　弘美 14765 山内　志朗 24333 林　ふみ子
21085 川合　周一 23852 五十嵐　敬之 14921 木下　悦子 24342 水川　初美
21281 太田　範夫 23863 信川　征枝 15314 高木　昭 24521 石井　清
21338 門川　洋子 23864 小林　伸行 15336 乾　春吉 24704 生駒　道昭
21440 高田　美代 23885 井川　泉 15813 君波　綾子 24784 早坂　房代
21519 佐藤　しのぶ 23888 堀川　安久 15977 浦　くに子 25058 長瀬　彰孝
21520 大野　三和子 23893 伊藤　元弘 16416 間瀬戸　礼子 25108 中村　京子
21522 田中　由利子 23894 芹川　信男 17174 北村　善信 25135 川又　俊保美
21758 菊池　むつ子 23926 太田　春美 17175 北村　ふぢの 25243 濱本　太郎
21895 藤本　かほる 24136 丸ノ内　乃晧 17447 佐々木　康貮 25244 濱本　佐智子
21896 井本　耕三 24249 藤田　敦子 17763 加藤　扶左子 25340 松本　多津子
21933 大瀬　謙作 24293 中村　麻砂子 17784 林　茂久 25345 町田　祐啓
21993 佐藤　千恵子 24319 武谷　千賀 17902 宮川　明子 25411 松永　佳世
22014 斉藤　祐一 24379 泉　佳子 17941 山田　亮子 25416 中村　秀樹
22015 斉藤　郁子 24670 山本　光子 17946 渡会　吾朗 25475 中村　尊人
22016 斉藤　正子 24676 中田　弘子 18362 湶　勛 66 福山　保子
22069 岡野谷　美恵子 24678 須賀　明子 18363 湶　美智子 861 森廣　恵子
22076 宇田川　初恵 24763 田中　龍二 18463 多賀　宏樹 1704 松田　弘道
22077 五十嵐　かほ里 24766 髙安　文子 18670 渡辺　政子 3337 広瀬　進
22080 中澤　明雄 24934 佐藤　眞砂子 18754 山口　洋子 4429 坂田　文晶
22085 宗川　博子 24999 矢部　忠夫 18795 松下　唯雄　 4665 飯塚　行雄
22221 米川　奈緒美 25039 坂巻　佳子 18796 松下　しげ子 4671 山口　雄三
22231 若原　良子 25145 渡邉　廣章 18894 伊東　浩寿 4813 宮越　重藏
22232 吉野　好子 25174 西内　由衣子 19044 水島　洋子 5024 久保　元子
22233 佐藤　利恵 25249 大嶋　みさえ 19508 鈴木　一志 5120 佐藤　信子
22234 和田　厚子 25427 坂本　良一 19541 多賀　紅美子 5383 飯郷　雅子
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5391 高橋　恒男 15907 鈴木　綾子 21296 堀内　正勝 102 竹田　久子
5503 小関　智子 16086 鈴木　良天 21766 髙橋　礼子 1663 後藤　育子
6008 福山　岩男 16105 山元　節子 21812 高橋　義男 3053 井野　力
6520 出浦　伸之助 16213 中山　博子 21844 大和久　利江子 5493 奥　君江
6806 三鍋　輝雄 16217 金田　ひでよ 21970 田中　和夫 6246 後藤　侑弘
6814 佐々木　多嘉子 16304 高橋　登志江 22078 本下　みどり 6454 鈴木　文子
7481 林　義明 16305 今泉　光子 22088 貝瀬　三郎 6654 川西　小夜子
7608 金子　千代子 16340 山田　幸一 22092 仁藤　陽子 8166 安部　功
7951 戸田　君江 16355 髙木　トモ子 22167 嶋田　克美 8781 池辺　真弓
7962 渡辺　六郎 16378 出水　正行 22327 富山　和義 9682 菊地原　知歌子
8299 松田　みね子 16552 中山　喜昭 22339 鞘脇　正明 10070 芳賀　徳雄
8300 三宅　由美子 16553 中山　弘子 22418 敷根　陽一 10262 安部　富見子
8453 木本　文武 16736 橋本　堅扶 22430 井上　幸子 10881 中山　百合香
8522 宮内　洋子 16757 渡辺　喜代子 22563 内田　和子 11341 蝦名　みち
8658 久嶋　幹江 17208 高田　和子 22653 篠塚　規子 11387 下川　詔一郎
8673 山田　志保子 17733 佐々木　寛 22745 須藤　まゆみ 12102 梶原　弘子
8720 高橋　昭子 17756 堀内　恭子 22806 上田　茂 12111 下川　ツルエ
8780 広瀬　良子 17970 佐々木　一男 22869 松井　一久 12112 坂井　哲男
9251 伊藤　陽造 18171 剣持　徹 22952 山崎　恵子 12421 黒川　恵子
9389 西村　隆子 18172 剣持　京子 22965 谷口　優子 14332 飯田　由子
9390 佐久間　純子 18260 八木　司 22966 三好　信子 14630 早田　チエ
9515 檜貝　太郎 18319 髙橋　節子 23023 今泉　朗 15865 鈴木　奈穂美
9516 檜貝　千草 18596 野澤　昭代 23037 五来　平一郎 16347 黒川　章二
10018 清宮　照司 18739 高成田　豊 23054 児玉　直子 16618 早田　一美
10019 清宮　裕子 18745 石井　千枝 23065 冨樫　路子 17757 高梨　久恵
10282 栁澤　ふじ子 18750 村田　清栄 23532 山縣　香子 17865 横山　信枝
10753 伊藤　美智子 18755 髙村　乃武 23651 登坂　勇 17987 梶原　喜久夫
10755 小倉　誠智子 18762 岡野　俊樹 23835 中野　利勝 18002 相部　元司
10894 小久保　恵子 18864 宮森　幸子 23886 山﨑　佳栄子 18112 岡村　まゆ美
10919 森田　友枝 18865 西垣　幸子 23891 阿部　正志 18117 大津　好江
10970 南　美千代 18869 小野寺　健英 23910 小西　勲 18118 伊藤　幸子
10971 田辺　たづ子 18975 曽根　純子 24028 鈴木　弘子 18275 竹内　実
11165 井上　義和 18988 髙野　郁子 24088 橋本　和子 18605 望月　一二
11166 井上　えい子 19159 芳崎　弘一郎 24241 大井　昭美 18606 望月　美智子
11383 皆川　直子 19195 横井　健二 24336 鳥之海　豊 18884 高梨　秀之
11402 松山　昌彦 19323 中内　静江 24371 川村　智之 19280 櫨木　幸雄
11409 藤田　元良 19557 剱持　隆 24399 瀬戸熊　友子 19446 大野　章男
11452 大森　シン子 19590 鈴木　和子 24474 大多和　博子 20203 東谷　操
11559 森　邦宏 19671 花田　政明 24498 操谷　恵美子 20281 田部井　洋子
11603 栗田　馨 19739 蔵品　寿子 24524 大竹　美津子 20994 松村　利勝
11757 堀内　冨喜子 19824 中川　正克 24625 高橋　茂則 22114 蔭山　万樹
11758 甫水　淑子 19852 深江　早百合 24638 森川　記恵 22115 蔭山　恵子
12003 中西　正惠 19853 古川　良重 24642 風戸　弘子 22562 山本　洋一
12203 小野　哲郎 20200 小田口　浩一 24643 山根　稔子 22614 山口　進
12240 浜村　洵 20201 小田口　愛子 24762 見寺　文子 23568 柴田　照正
12713 西村　方男 20241 野本　弘子 24832 鞘脇　量子 23722 清野　真苗美
13180 安田　紘一 20372 梅木　和佑 24838 斉藤　英男 23874 中島　俊彦
13431 浜村　さとみ 20373 梅木　那智子 24906 清水　薫 23902 佐藤　鶴久
13468 佐々木　皓一 20733 小林　順子 24998 水品　美智 23984 石川　道雄
13535 原　良彦 20770 笠松　真知子 25272 景山　伸夫 24306 高橋　栄七
13775 神馬　のり子 21029 青山　ひろ子 25423 清水　道正 24321 井上　美津夫
14196 余吾　全弘 21037 加藤　千代 25424 佐藤　清美 24322 井上　久美子
14696 濱野　利勝 21080 西田　嘉代子 25425 中村　光江 24860 藤田　千奈美
15446 大吉　節夫 21166 菅沼　美鈴 25426 北川　幸子 25170 久保田　康幹

千
葉
中
央
支
部

千
葉
中
央
支
部

千
葉
中
央
支
部

木
更
津
支
部

在籍会員（支部・会員番号順） 2015/1/15現在(敬称略・648名)



2020年2月3日

会長：中村　義久

　n-hide@lapis.plala.or.jp

　住所：〒270-1142　我孫子市泉16-7

　電話・FAX：04-7184-6327,   携帯電話：090-1467-6995

理事長・事務局長：石塚　明寛

　csta.2nd@gmail.com

　住所：〒277-0835柏市松ヶ崎1050-1-114

　電話・FAX：04-7132-9342,   携帯電話：090-7810-2930

会計委員長：相葉　毅

　3631dakf@jcom.zaq.ne.jp

　電話・FAX：047-447-9688,   携帯電話：090-2420-2957

柏支部 支部長：土屋　善二　090-2654-8805

Ｅメール 　csta.kashiwa@gmail.com

支部役員 　田辺美智子(090-7701-4390), 黒岩信子(090-2423-2208), 中村義久(090-1467-6995)

　金子治子(090-2470-5341), 飯野はる子(090-8347-6481), 石川透(090-7934-3500)

　本田久夫(090-6548-1110), 石塚明寛(090-7810-2930), 植松博(090-1046-4334)

　高橋章二(090-1764-1537)

松戸支部 支部長：阿部　勝弥

連絡先 　阿部　勝弥

　TEL/FAX：　047-367-3563　（留守電あります）

　E-Mail：　katsuya0813@jcom.zaq.ne.jp

船橋支部 支部長：相葉　毅

連絡先 　相葉　毅

　電話：047-447-9688　Eメール　：3631dakf@jcom.zaq.ne.jp

　携帯：090-2420-2957　携帯メール：t-aiba2530@docomo.ne.jp

　住所：〒274-0818　船橋市緑台1-4-6-104

千葉中央支部 支部長：井上　義和

連絡先 　井上　義和

　TEL/FAX：　043-254-0431　

　E-Mail：　matchpoint_yoshi@ybb.ne.jp　

　住　所：　〒263-0051 千葉市稲毛区園生町521-67

木更津支部 支部長：竹内　実

連絡先 　竹内　実

　TEL/FAX：0438-36-3290　Eメール　：miyo98@nifty.com

　携帯：080-8868-2871携帯メール：m-take20150115@docomo.ne.jp

　住所：〒292-0816  木更津市下烏田743

※この情報はホームページの支部情報にも掲載されています

連盟および各支部連絡先

連盟

事務局

会計



《メールアドレス登録のお願い》
会員の皆様へ迅速かつきめ細かな情報の提供を目的としてメールアドレスの登録を

お願いしております。まだ未登録の会員の方は是非登録をお願いいたします。
会員番号・氏名に「メールアドレス登録」と付記し、下記宛てにメールをお願いいたします。

csta.2nd@gmail.com
・登録していただいたメールアドレスは千葉県シニアテニス連盟および各支部よりの
連絡のみに使用いたします。
・送信の際にはＢＣＣ送信をいたしますので、ご自分のメールアドレスが他の会員の方に
分かることはありません。

《千葉県テニス協会への団体登録について》
当連盟は千葉県テニス協会へ「千葉県シニアテニスクラブ」という名称で団体登録を

しております。
このため、当連盟の会員は千葉県テニス協会主催の各種大会や全国で開催されて
いますＪＯＰ大会への参加資格があります。より多くの会員の皆様がたくさんの大会に
参加していただき、シニア連盟の活動をさらに発展させてください。
なお、千葉県テニス協会主催の大会の申込について、要項に「団体はとりまとめて！」と
ありますが、申込は各個人でお願いいたします。
千葉県テニス協会の了解もいただいています。

・登録クラブ名 ： 千葉県シニアテニスクラブ
・住所 ： 〒２７７－０８３５ 柏市松ヶ崎1050-1-114

・電話 ： ０４－７１３２－９３４２

《ホームページをご覧ください》
ＰＣの他、タブレット、スマートフォンでも自動レイアウト機能にて、見やすくなっています。
最大の特徴はキーワード検索、カレンダー検索、カテゴリー検索と検索機能が
強化されて、探したい情報が見つけやすくなりました。当連盟、各支部主催の大会、
および近県のオープン大会の案内や結果を中心に最新の情報をお伝えしています。

≪事務局より≫

ＣＳＴＡホームページ ＝ chiba-csta.main.jp/home/

≪競技委員より≫

《皆勤賞を設けます》
みなさまに一層テニスを楽しんでいただくため、新企画として皆勤賞を設けます。

今年開催される千葉県大会（第46回～第48回）すべてに参加された方が対象です。
皆様のご参加をお待ちしております。


