
２０１２年度小山市クラブ対抗 男子リーグ戦組み合わせ 
２０１２年５月１６日 

２０１２年度リーグ戦の各クラス別組合せは下記のとおりです。 
・登録選手に誤記がありましたら、協会事務局まで連絡ください。 
・メンバー追加等、変更がありましたら、協会事務局まで連絡ください。 
・各クラブ代表者の連絡先は、別途クラブ代表者に協会から連絡済みです。 
・男子はチーム数が多く試合数が増加しますので早めに試合するようにお願いします。 
・1月末迄に必ず消化し結果報告と同時に次年度参加申請を報告して下さい。 

(３月末定期総会時に、翌年度組合せを発表の為)  
 
【男子１部】 

クラブ名 リーグ戦登録メンバー 
ローズ TG 関宏隆 田沼正芳 大沼克之 真瀬伸明 狐塚智 奥貫伸亮 岡安浩 羽鳥賢治  

北原佳則 渡辺務 山田富美樹 桑野敏則 
ｄｒｅａｍ 笠倉一寿 間中昭広 大久保勉 増渕実 広瀬慎也 中山正一 為我井義和 矢野順 

五十嵐貴裕 
コマツ A 小林孝也 福田信博 小塚大輔 村越晃一 市川源規 小笠原圭一 細金武 小野瀬貴士 
富士通 A 小島光昌 三上貴光 大島由司 秋山博之 金子清 永塚誠 矢木田義人 
自治医大職員 野澤幸男 上野敏秀 外石充 小竹将允 鈴木賢二 荒木浩二 渡辺慎吾 

 
 

【男子２部】 
クラブ名 リーグ戦登録メンバー 
エンデバー 野沢喜久男 松田泰博 細野泰永 相田聡 津浦隆之 熊倉都雄 岸卓也 清水忠雄 

川上浩之 岩上透 太田英樹 
セイシェル A 青木孝之 阿久津宣明 三枝徹 鈴木大輔 田中進 竹内康博 
KTC-A 神戸勝利 大橋正人 三鍋晴夫 熊倉哲夫 飯塚一幸 正田友則 鈴木照男 
セイシェル B 相沢光範 飯島辰夫 大塚昌延 高島伸隆 松井康裕 宮嶋直哉 
VOX 箱島正隆 鈴木佳太 池田翔太 木村翔太 大橋可宏 岡篤史 藤沼瑞騎 照井隆晃 

長谷川慎也 根岸稔 小堀直洋 加藤寛也 牧野圭一郎 太田直人 熊倉篤史 藤倉諒 
 
 
【男子３部】 

クラブ名 リーグ戦登録メンバー 
富士通 B 由里泰志 森田倫広 海老原俊郎 坂本晋也 中村雅幸 
白鴎大学 石島拓磨 後藤勇樹 市村恭佑 由井孝典 小松瑞幸 大島恵太 
KDDI HTC A1801 大野光敏 冨山重男 松原正次郎 木村雅晴 島村和利 楠直樹 小坂啓輔 高瀬芳朗 

乙部克彦 松井一浩 菊地英之 鏡島信也 小山晃生 最上泰進 
チーム 2001 五十畑三茂 木村哲 大熊信一 鈴木猛史 荒川勝行 宮田輝夫 大熊啓吾 赤荻宏幸 

北城勝栄 永井準也 嘉神春雄 
ローズシニア 藁科誠 荒川隆之 佐原英治 小久保篤 鈴木進 大川修 辻幸夫 岩崎哲也 佐取清秀 

関根好克 堀江達良 
 
 
【男子４部】 

クラブ名 リーグ戦登録メンバー 
エキサイト A 越智博文 高橋信幸 生沼進 野口祐二 上野浩美 
KTC-B 佐藤誠一 青木茂 高橋信之 刃禰寛 池田和隆 
野木テニス愛好会 黒田俊之 森田秀夫 阿久津寿 松田哲郎 滝澤治夫 増澤一浩 田村一雄 岩男秀樹  

山中貞吉 水森英雄 葭葉友章 
自治医大シニア 菊地透 柳沢健 川上潔 川島秀俊 佐藤修 豊田日出男 山本博徳 石川鎮清 富永薫 
Burj  矢挽忠雄 福田康之 柴田良一 藤沼善紀 坂田陽一 関亦英士 小林裕幸 岡村宏  

松宮暖 後藤直之 
 
 
 
 



【男子５部】 
クラブ名 リーグ戦登録メンバー 
巌翠 上野昌利 稲葉雄一 森戸英雄 照沼育男 柴田康男 坂本憲太郎 

青葉 添野秀明 海賀忠行 林幹太 平野一彦 諏訪浩一 大山仁司 雨貝泰三 
栃木日立 権守仁彦 山本芳彦 須崎喜久雄 石塚義成 平元信次 川島一之 権守直彦 
DTC 長沢博之 根本彰 設楽政夫 土橋勇 石川照男 福田辰男 平野明宏 塚本実  

野澤宏 
昭和電工マスターズ 高橋康浩 瀬野善彦 小野恭秀 杉村泰輔 小田切勝男 高野勇 中沢一美 高橋信二 

大橋日出雄 岸本正夫 佐藤守男 岸本九州男 
 
 
【男子６部】 

クラブ名 リーグ戦登録メンバー 
栄研化学 岸本征生夫 森脇久貴 上田和久 佐藤徹 鈴木文義 小林二一 八木裕彰 伊々田保 

重田国洋 島村治道 
コマツ B 高橋勉 大橋勝 出井正明 冨岡正俊 鈴木紀雄 中山潤 大林和弘 
アズリーダ 小関政人 入江茂 古田昌作 海野佳幸 飛田勇 山口勝 徳永拓也 高橋晋 山下征吾 

戸野塚和紀 中嶋昌之 小林周平 村上辰也 
小山グリーン 清水正一 大塚一弘 三浦哲夫 桐野保 細野互朗 山中文雄 齋藤正樹 奥山大介 
BTC 石塚高志 鈴木卓也 関口紀雄 道場雅巳 

 
 
【男子７部】 

クラブ名 リーグ戦登録メンバー 
OMT 植村孝夫 高橋凌一 山崎公三郎 山中三之 菖蒲研次 佐藤傳夫 
ウィッチーズ 谷山辰哉 飯島亨 和田政彦 久保義彦 神野圭造 石川佳樹 山中敏秀 赤石二郎 

田中厚 
野州会 中野幹直 平野博史 竹本浩 羽角光正 川筋康文 三加崇 渡辺不二男 坂入和博  

伊藤一茂 波多野秀岳 相良正章 
庭球屋 戸田巌 若山賢人 横田明 角張裕史 荻原洋 田中克征 冨島弘光 谷津広 渡邉真人 
富士通オムニバス 会田功 小林昭次 阿久津一智 福田智之 五月女修 上坂昌之 藤咲英光 早川孝幸 

高橋秀雄 
 
 
【男子８部】 

クラブ名 リーグ戦登録メンバー 
チームトトロ 中村聡 大野和彦 大橋一典 荒井英隆 吉見充孝 
V.Burj 森本直樹 森文彦 中島界 斗光雅明 安藤直樹 増田和則 
エキサイト S 後藤正峰 村尾捷利 板矢郁雄 菅原進 金城和三 安部信美 佐藤望 
OTSC 熊倉敏夫 吉澤正雄 関口英男 手呂内勉 高田治 早川伸夫 高田隆弘 関口康聖 
Red Wood 笠原空也 谷沢淳 関根和也 高橋優之 中村浩之助 笠原宗士 

 
 
【男子９部】 

クラブ名 リーグ戦登録メンバー 
巌翠 S 中沢上 谷田貝昌幸 増渕誠 倉田貴志 新島一郎 市村睦夫 
コマツ S 小林恒雄 八幡陽一郎 波多野浩 大久保誠二 加藤隆志 飯島正 中山雄三 高橋信彦 
ピース 岩下順博 高橋潤 湯本正義 土橋励 仲川義明 新島次雄 山田正憲 
キマグー 谷崎悠真 渋谷一平 塚原正晃 篠原大樹 滝澤学 
OPG 岩崎敏夫 高野行信 河合直樹 野村聡 鈴木慶昭 倉見尚行 小池優太 稲葉健 

 
 
 


