
NO 氏　名 所　属 戦　　績

1 荒井　崇彰 在勤 市民大会35D才優勝
2 池田　孝郎 希望ヶ丘TS 前年度D準優勝、2018市民大会一般男子Dﾍﾞｽﾄ4、2017市民大会S35才準優勝
3 石井　晃 湘南ローンＴＣ 県選手権Ｓ準優勝、Ｄ優勝
4 板津　拓真 コナミスポーツ天王町 2017市民大会Sﾍﾞｽﾄ4,2016市民大会S準優勝
5 市瀬　祐輝 ラック港南台ＴＧ 市民大会D準優勝

6 市瀬　知輝 ラック港南台ＴＧ 市民大会D準優勝
7 長田　直樹 ウッドテニス 市民大会Ｄﾍﾞｽﾄ4
8 小田　智規 山手学院 県高校新人戦複本選出場、2018横浜ジュニアﾍﾞｽﾄ16
9 カックル小島碧 サンモールｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙS 2018高校男子横浜Ｊｒ優勝、2019横浜Jr第1シード
10 笠原　翔 ﾃﾆｽｶﾚｯｼﾞやよい台 市民大会MIXﾍﾞｽﾄ4、一般男子Dﾍﾞｽﾄ8、シングルスﾍﾞｽﾄ4以上
11 河村　一成 ﾗｯｸ港南台TG 前年度D準優勝、2018市民大会一般男子Dﾍﾞｽﾄ4
12 神田　喜慧 慶應湘南藤沢 2019横浜Jr第3シード
13 菊池　至 湘南ローンＴＣ 全日本ジュニア出場
14 木村　篤 KMGテニススクール 2018神奈川選手権ベスト8、全日本ベテランS50才優勝
15 米田　圭佑 法政大学第二高等学校 インターハイ予選ﾍﾞｽﾄ4
16 佐々木　剛 ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝTF横浜 市民大会Ｄﾍﾞｽﾄ4、市民大会Ｓ第1シード
17 佐藤　翔吾 橘テニスアカデミー J2横浜オープン第5回優勝、J2新横浜新横浜オープン第2回優勝、2017東京国立オープン優勝、2017市民大会一般S準優勝

18 代田　和洋 とつかTC 2017市民大会S40才優勝、2018川崎市民大会S35才優勝、2018全日本ベテランS35才ﾍﾞｽﾄ16

19 鈴木　翔 APS港南台TS 市民大会Sベスト8以上、2010,11,12全日本選手権D予選出場,2017横須賀選手権優勝
20 仙道　直樹 青葉台ローンTC 2,018関東学生庭球同好会連盟ASSEｵｰﾌﾟﾝ準優勝、2016長野県選手権優勝、全日本JrU18S3位,D準優勝

21 竹内　健人 足柄ローンTC 全日本選手権出場
22 徳　航太 法政大学第二高等学校 2018全日本ジュニアSﾍﾞｽﾄ16、2018インターハイSﾍﾞｽﾄ64
23 林　陸樹 柏陽高校 横浜ジュニアﾍﾞｽﾄ16、2017県高校新人戦単複本戦出場
24 原口　崇 在勤 市民大会35才D優勝
25 樋尾　研郎 ウッドテニス 全日本ベテランS35才準優勝
26 平岡　伸雄 ＫＴＣ ITFシニアランキング45才S3位、D2位

27 増渕　和気 亀の甲山TC 市民大会Sﾍﾞｽﾄ4以上、神奈川選手権S,Dﾍﾞｽﾄ8,2018横須賀市民大会D準優勝、2017,18藤沢選手権S優勝

28 守屋　達貴 法政大学第二高等学校 市民大会Sベスト4以上,県Jrﾍﾞｽﾄ4,関東Jrﾍﾞｽﾄ64
29 吉澤　悠吾 Naturally Tennis 市民大会D優勝、大和市一般S優勝、川崎市民大会S優勝

NO 氏　名 所　属 戦　　績

1 石川　琴衣 白鵬女子高校 全国高等学校総合体育大会D優勝、全日本Jr選手権2018Dﾍﾞｽﾄ8

2 梅田　真由美 リ－ファＴＧ 前年度D優勝、前年度40才D優勝、神奈川選手権優勝、東京オープン45才優勝、全日本選手権45才ﾍﾞｽﾄ4

3 小倉　晴夏 横浜商科大学高校 横浜ジュニア高校3位、県高校新人戦Dﾍﾞｽﾄ8

4 小林　亜沙美 横浜ガーデンＴＣ 2017市民大会一般S準優勝
5 坂野　文南 法政大学第二高等学校 2018横浜ジュニア中学優勝、2017市民大会一般Sﾍﾞｽﾄ8

6 下地　奈奈 法政大学 単複インカレ出場、夏関東学生複準優勝
7 鈴木　麗央奈 専修大学 2017市民大会一般Sﾍﾞｽﾄ4

8 髙橋　莉菜 横浜商科大学高校 2017横浜ジュニア中学優勝、2018横浜ジュニア高校準優勝、県高校新人戦Dﾍﾞｽﾄ8
9 蛸井　涼華 法政大学 カンガルーカップ国際女子オープンS本戦、夏関東学生本戦、

10 富田　夕夏 富岡中学校 全国選抜U15S関東出場,関東JrU16S,全国中学生3位,全国選抜U15中牟田杯Dﾍﾞｽﾄ8,全日本JrU16出場

11 中川　由羅 ﾘﾋﾞｴﾗ逗子マリーナTS 全国中学生S優勝、全日本ジュニアU16ﾍﾞｽﾄ16、中牟田杯D優勝

12 野口　綾那 白鵬女子高校 全国高等学校総合体育大会D優勝、全日本Jr選手権2018Dﾍﾞｽﾄ8
13 林　彩子 法政大学 単複インカレ出場、夏関東学生複準優勝

14 福原　麻尋 平沼高等学校 県高等学校新人テニス大会ベスト32
15 眞仁田　季夢 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟﾃﾆｽｽｸｰﾙ根岸 市民大会複優勝、新進ﾍﾞｽﾄ8、春関ﾍﾞｽﾄ16、ｲﾝｶﾚ出場

16 宮　亜美　　　　　　　　富岡中学校 全国選抜U15S関東予選ﾍﾞｽﾄ16,関東JrU16S,全国中学生3位,全国選抜U15中牟田杯Dﾍﾞｽﾄ8,全日本JrU16出場

17 森川　奈穂 日本体育大学 前年度Sベスト4、関東学生出場、2017毎日テニス選手権ベスト16

18 柳沼　未央 Team coke 県選手権S優勝・D準優勝、前年度D準優勝
19 横山　祥子 法政大学 インカレS予選

20 吉川 ひかる ﾘﾋﾞｴﾗ逗子マリーナTS インターハイSﾍﾞｽﾄ16、関東ジュニア18才以下Ｄ優勝

出場選手紹介

【一般男子】

【一般女子】



NO 氏　名 所　属 戦　　績

1 浅井　正之 川口市役所 前年度本大会優勝、全日本ベテラン45才Dﾍﾞｽﾄ16
2 岩波　広明 とつかTC 前年度D45才、泉区D優勝、都筑区D準優勝
3 臼井　武士 コナミスポーツクラブ海老名 前年度D45才準優勝、毎日ベテランS50才準優勝、全日本ベテランS,D出場
4 長田　祐治 ケンウッドTC 前年度45才S優勝

5 勝間　豊 横浜ガーデンTC 市民大会45才D優勝　軽井沢ﾐｯｸｽ優勝　田園ﾐｯｸｽ準優勝
6 古賀　公貴 ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ戸塚 市民大会D50才優勝
7 輿石　龍児 川口市役所 前年度本大会優勝、全日本ベテラン50才Dﾍﾞｽﾄ4
8 笹木　等 金沢テニススクール 市民大会D45才準優勝
9 佐藤　仁則 葉山テニスクラブ 全日本ベテラン40才ﾍﾞｽﾄ8、北信越選手権40才S優勝、北海道選手権40才S,D優勝
10 鈴木　智章 鎌倉グリーンテニスクラブ 神奈川選手権D45才優勝、全日本ベテランD45才ﾍﾞｽﾄ16、北國ベテラン45才準優勝、札幌オープン45才優勝

11 鈴木　賢治 あわっこくらぶ 神奈川選手権D45才優勝、全日本ベテランD45才ﾍﾞｽﾄ16
12 須長　直彦 ポーチ 2012,14,15選抜室内S45才優勝、2013選抜室内S45才準優勝・D優勝、2014都市対抗代表
13 住吉　啓史 金沢テニススクール 市民大会D45才準優勝
14 高塚　浩文 ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ戸塚 前年度45才S・D準優勝
15 田中　久敬 AGC庭球倶楽部 前年度D45才優勝、2017市民大会S50才優勝、川崎市民大会S50才優勝
16 田渕　健次郎 タチバナクラブ 全日本ベテランS45才出場、川崎市民大会S45才優勝

17 玉那覇　太 あざみ野ローンテニスクラブ 全日本都市対抗出場
18 橋爪　宏幸 フロンティア 全日本都市対抗出場、市民大会D55才優勝
19 松島　修 ラック港南台TG 鎌倉トーナメントS45才準優勝、川崎市民大会S45才ﾍﾞｽﾄ8
20 松丸　弘和 ラック港南台TG 神奈川選手権S45才準優勝、市民大会D45才優勝
21 宮下　和志 ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ戸塚 市民大会MIX100才優勝、市民大会D50才優勝
22 森田誠一郎 あざみ野ローンテニスクラブ 全日本都市対抗出場
23 山内　 卓 Strong　Z 神奈川選手権S45才優勝、2016・2017全日本ベテラン出場

NO 氏　名 所　属 戦　　績

1 新井　桂子 在住 市民大会D40才準優勝

2 梅田 真由美 リ－ファＴＧ 前年度D優勝、前年度40才D優勝、神奈川選手権優勝、東京オープン45才優勝、全日本選手権45才ﾍﾞｽﾄ4

3 神田　玲央 Team Coke 市民大会D40才優勝、田園トーナメント一般準優勝

4 小林　美幸 SCｻﾞﾊﾞｽﾞ金沢八景 市民大会D一般準優勝、神奈川レディース一般優勝

5 清家　麻理子 TAS 神奈川レディース3位、全日本ベテランD45才出場、関東オープンD45才ﾍﾞｽﾄ4

6 土屋　美帆 鎌倉宮カントリーTC 神奈川レディース3位、全日本ベテランD45才出場、関東オープンD45才ﾍﾞｽﾄ4

7 寺田　康子　 Team Coke 市民大会D一般優勝

8 東條　宏枝 在住 2018市民大会MIX90才優勝、市民大会D40才優勝

9 内藤　裕子 SCｻﾞﾊﾞｽﾞ金沢八景 市民大会D一般準優勝、神奈川レディース一般優勝

10 松尾 あゆみ フリー 市民大会D40才準優勝
11 豆生田　真由美 フリー 市民大会D40才準優勝

12 村田　珠美 Team Coke 市民大会D一般優勝、全日本ベテランD45才準優勝、関東オープンD45才優勝

出場選手紹介

【男子４５才以上】

【女子４０才】


