
シニア男子の部出場者名
キ プ

シニア男子の部出場者名
：キャプテン

亀 亀1 17亀の甲TC（A） 亀の甲TC（B）
紀野 福田 宮島 笹木 澁谷 清水 長谷川 児島 宮内 岩瀬 東方 荒巻
高柳 松田 小菅 久保田 加藤 諏訪 生稲 関口 土屋 八木下 石川

2 18 金港TC（B）2 18
小沼 鈴木（克） 横山 細野 小野 二井原Ｂｙｅ

金港TC（B）
小沼 鈴木（克） 横山 細野 小野 二井原

鈴木（邦） 飯室 鈴木（義）
Ｂｙｅ

鈴木（邦） 飯室 鈴木（義）

3 19ユニークス本牧 YITC3 19
板倉 高橋 長谷川 深沢 深田 増子 高梨 杉本 恒川 宮崎 前田 藤原

クス本牧 YITC
板倉 高橋 長谷川 深沢 深田 増子 高梨 杉本 恒川 宮崎 前田 藤原
北村 前田 水上 河合 蛯名 松下 秋沢 薜 戸谷北村 前田 水上 河合 蛯名 松下 秋沢 薜 戸谷

MIRAI TENNIS ACADEMY（TEAM R 富士） GODAIテ スカレ ジ港北（Cl b H)4 20
大島 中村 仲 高 生 村 芝 浅 大 渋 嶋

MIRAI TENNIS ACADEMY（TEAM　R　富士） GODAIテニスカレッジ港北（Club H)
大島 中村 仲田 高尾 生井 千村 芝田 浅野 大谷 渋谷 田嶋 山田

部 望 倉持阿部 望月 倉持

5 21ケンウッドTC（A） レニックス5 21
藤本 牧野 本城 奈良 古屋 柴田 細田 猪狩 友竹 山根 清川 江口

ケンウッドTC（A） レニックス
藤本 牧野 本城 奈良 古屋 柴田 細田 猪狩 友竹 山根 清川 江口
和田 佐藤 早坂 中川 藤原 水谷和田 佐藤 早坂 中川 藤原 水谷

6 2210 FIELD TS Tプラザ戸塚（クレッシェンドB）
益田 脇本 望月 植野 松田 臼井 石井 吉原 野口 池田 飯沼 本間益 脇本 望月 植野 松 臼井 石井 吉原 野 池 飯沼 本間
宗野 山中 江口 大西 能沢 鈴木宗野 山中 江 大西 能沢 鈴木

7 237 23
Ｂ ｅ Ｂ ｅＢｙｅ Ｂｙｅ

8 24Tプラザ戸塚（クレッシェンドA） エバーグリーンTF横浜（フォーエバーヤング８）8 24
松田 利根川 伏見 福多 東 米田 佐野 三田 古川 大木 垣原 落合

プラザ戸塚（クレッシ ンド ） グリ ン 横浜（フォ ヤング８）
松田 利根川 伏見 福多 東 米田 佐野 三田 古川 大木 垣原 落合
桃井 岡崎 加藤(満） 加藤(綱）桃井 岡崎 加藤(満） 加藤(綱）

ブ ク ク希望 丘9 25 ブラックソックス希望ヶ丘TC
近藤 大湖 田附 大畠 小原 小島 市川 山下 岩澤 糸洲 平田 市川
三枝 加賀 竹田 永井 木下 斉藤 二見 高橋 小野里

10 26 瀬谷グリーンTC10 26
横山 秦野 谷澤 安斎 星 関口Ｂｙｅ

瀬谷グリ ンTC
横山 秦野 谷澤 安斎 星 関口
吉原

Ｂｙｅ
吉原

11 27金港TC(A） とつかTC（ヨシムJAPAN！）
真船 池浦 佐藤 春田 岡田 髙岡 吉村 斎場 倉田 山内 坂間 足立

港
真船 池浦 佐藤 春田 岡田 髙岡 吉村 斎場 倉田 山内 坂間 足立

長谷川 西村 大木 加藤 鈴木 下脇 関川 宮城 白井 石井長谷川 西村 大木 加藤 鈴木 下脇 関川 宮城 白井 石井

12 28とつかTC（GG） 東戸塚松原TS（すじがね君２号）12 28
新川 周 太田 石井 桑島 井上 磯部 浜田 高橋 中塩 市川 馬込

とつかTC（GG） 東戸塚松原TS（すじがね君２号）
新川 周 太田 石井 桑島 井上 磯部 浜田 高橋 中塩 市川 馬込
大井 片桐 田中 佐川 久保 住澤 木村大井 片桐 田中 佐川 久保 住澤 木村

13 29あざみ野 LTC Y球会（シニア）13 29
遠藤 三河 加登岡 杉山 福垣 深見 石川 矢田部 山本 上谷 小林 川田

あざみ野　LTC Y球会（シニア）
遠藤 三河 加登岡 杉山 福垣 深見 石川 矢田部 山本 上谷 小林 川田
近岡 畑 星 竹田 廣瀬 朝比奈 瓦井 池田 前田 北島 南近岡 畑 星 竹田 廣瀬 朝比奈 瓦井 池田 前田 北島 南

ケ ウ ド （ ） ジ パ （ )14 30ケンウッドTC（B） BASFジャパン（BASF)
伊藤 金井 宮上 青木 渡会 木部 小川 一條 山本 笠原 宇野 小島
脇 丸田 古川 永島 岸上 山下 松田 水谷

15 31東芝横浜15 31
藤田 小沢 荒木 鈴木 錦織 新留

東芝横浜
Ｂｙｅ藤田 小沢 荒木 鈴木 錦織 新留

大貫 中野
Ｂｙｅ

大貫 中野

16 32鶴見TG 横浜ガーデンTC
近藤 板倉 三井 牧田 為我井 須賀 中嶋 桜井 多屋 田中 小林 谷口

見 横
近藤 板倉 井 牧 為我井 須賀 中嶋 桜井 多屋 中 小林 谷
松本 崎浦 松原 江藤 笹島 黒住 宇佐川 河埜 糸桜松本 崎浦 松原 江藤 笹島 黒住 宇佐 糸桜

1


