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加藤　貴之 在住

竹本　拓磨 在勤 65 加藤・竹本

佐藤　雄介 在住 WO

宮田　篤志 在住 67 堀川・川嶋

堀川　真司 在住 85 本戦No３９

川嶋　浩満 在住 67 堀川・川嶋

瀬戸　識 てにんちゅ 84

蒔田　宗平 てにんちゅ 70 伊藤・大島

大石　裕一 下川井テニスクラブ 83

大石　直輝 下川井テニスクラブ 70 伊藤・大島

伊藤　悠貴 金沢高校OBOG会 WO

大島　隆史 金沢高校OBOG会 70 伊藤・大島

北島　重男 在住（ITC） 80

鈴木　健弘 ITC 72 室井・林　

室井　一晃 在住（ASP港南台テニススクール） WO

林　晋也 在住

遠藤　憲利 在住

鈴木　将之 在住 73 遠藤・鈴木

和泉田　英伸 在勤 80

加藤　昇 在勤 75 濱田・仙波

濱田　正紀 Naturally Tennis 86 本戦No２３

仙波　大輔 Naturally Tennis 75 濱田・仙波

岡本　乾 在勤（ボッシュ） 84

栗田　康章 在勤（ボッシュ） 80 荒井・福田

香月　歩 ラック港南台テニスガーデン 86

伊東　俊弥 ラック港南台テニスガーデン 77 香月・伊東

日向野　遼 てにんちゅ 84

奈良　康平 てにんちゅ 80 荒井・福田

石塚　朗 在住 86

白倉　宏朗 在住 80 荒井・福田

荒井　亮磨 関東TC 81

福田　雄一 関東TC

廣瀬　達彦 あざみ野LTC

高梨　義幸 あざみ野LTC 82 堀田・窪山

堀田　士史 新横浜PHITC WO

窪山　明洋 新横浜PHITC 84 田代・前原

神保　博行 在勤 85 本戦No３４

神代　賢太 在勤 84 田代・前原

田代　祐太 在勤（横浜市役所テニス部） WO

前原　泰地 在住 85 小山・石川

小山　優希 コナミスポーツクラブ天王町 85

石川　凌 コナミスポーツクラブ天王町 85 小山・石川

野田　祥司 在住 82

芝本　将大 在住 85 小山・石川

古谷　貴史 在勤

山崎　翔平 在勤 88 中田・田代

中田　巌 在勤（ソクチョサムゲタン） 86

田代　真也 在勤（ソクチョサムゲタン）

仙道　直樹 青葉台LTC

小村　剛一 在住 90 盛　・高木

盛　将孝 在住 WO

高木　浩登 在住 90 盛　・高木

草野　真之介 三菱重工横浜 97 本戦No１０

鹿島　祥矢 三菱重工横浜 92 佐藤・林　

佐藤　達也 サリュートITS 84

林　大介 サリュートITS 96 南　・高野

石川　知孝 在住 83

阿部　元宏 東洋製罐 94 田村・今田

田村　竜一 ポーチ 97

今田　悠貴 ポーチ 96 南　・高野

安部　文雅 在住 83

渡邊　佳孝 在住 96 南　・高野

南　昂佑 在勤 81

高野　恵典 在住 2019/4/7

66 ｛ ｝

67 ｛ ｝
QY９

68 ｛ ｝

一　般　男　子　予　選　3/4　（６５～９６)

65 ｛ ｝

71 ｛ ｝

72 ｛ ｝

69 ｛ ｝

70 ｛ ｝

75 ｛ ｝
QY１０

76 ｛ ｝

73 ｛ ｝

74 ｛ ｝

79 ｛ ｝

80 ｛ ｝

77 ｛ ｝

78 ｛ ｝

83 ｛ ｝
QY１１

84 ｛ ｝

81 ｛ ｝

82 ｛ ｝

87 ｛ ｝

88 ｛ ｝

85 ｛ ｝

86 ｛ ｝

91 ｛ ｝
QY１２

92 ｛ ｝

89 ｛ ｝

90 ｛ ｝

95 ｛ ｝

96 ｛ ｝

93 ｛ ｝

94 ｛ ｝


