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久保田　侑治 在学（横浜国立大学）

秋月　一真 在学（横浜国立大学） 34 高川・田中

高川　隼輔 とつかテニスクラブ 85

田中　智隆 とつかテニスクラブ 36 神谷・名和

小田　智規 在学（山手学院高等学校） 85 本戦No４２

小菅　豪大 在学（横浜清風高校） 36 神谷・名和

神谷　誠 野村総研 82

名和　雅斗 野村総研 36 神谷・名和

藤澤　賢太郎 在住 85

藤澤　宏樹 在住 38 山田・杉山

山田　基永 在住 85

杉山　陽祐 在住 40 蔵前・栗川

山本　雄也 希望が丘テニスクラブ　KTC 81

和内　貴裕 青葉台LTC 40 蔵前・栗川

蔵前　元陽 ケンウッドTC 80

栗川　颯太 ケンウッドTC

白須　晃太 在住

熊澤　大修 Y球会 41 白須・熊澤

41 白須・熊澤

須田　拓馬 野村総研 84 本戦No２６

高橋　佑弥 在学(東京工業大学） 44 髙木・金井

髙木　敬 在住 WO

金井　健太郎 在住 41 白須・熊澤

笹岡　岳陽 在住 85

松田　真一 在住 46 塩﨑・根本

塩﨑　浩人 在住（横浜清風高校） 84

根本　匠弥 在住（横浜清風高校） 48 重田・青木

北野　暢男 在住 82

大山　浩礼 team WEST 48 重田・青木

重田　健一 enter tennis 85

青木　草多 ウエスタン

日出　衛 三ツ沢TC

千葉　弘樹 三ツ沢TC 49 日出・千葉

51 湯川・吉田

湯川　綾介 ティップネス鴨居 84 本戦No５８

吉田　祥吾 ティップネス鴨居 51 湯川・吉田

伊藤　寿一 在住 80

伊藤　智哉 在住 54 服部・村田

祖母井　諒 在勤（JFE） 97

塚原　慎也 在住（野村総研） 54 服部・村田

服部　紀之 在住 WO

村田　智志 ＢＬＡＣＫＳＯＸ 54 服部・村田

青木　透 在勤 80

居椿　典久 在住 55 青木・居椿

高梨　惇 ノアセンター WO

小島　大輔 ノアセンター

鈴木　大地 在住

奥山　匠 在住 57 鈴木・奥山

57 鈴木・奥山

坂本　駿 在学（関東学院高校） 84 本戦No５５

藤田　真義 在学（関東学院高校） 60 八幡・石井

八幡　諒平 在勤 82

石井　翔 在勤 63 大林・曽田

俵盛　勝博 在住 84

志村　健一 在住 61 俵盛・志村

双木　雅也 在勤 80

出口　健太 在住 63 大林・曽田

大林　聖 トップインドアステージ横浜 80

曽田　浩気 トップインドアステージ横浜 63 大林・曽田

井上　信一 在勤（日立システムズエンジニアリングサービス） 80

櫻井　新悟 在勤（日立システムズエンジニアリングサービス） 2019/4/7
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