
一般女子の部出場者名
プ

般女子の部出場者名
：キャプテン

バ グ ﾞ ﾞ ﾞ1 14 エバーグリーンTF横浜（ﾎﾞｰﾀﾞｰｽﾞ）Team Coke
鈴木 下村 寺田 岩下 神田 小野澤 内山 西間木 藤掛 東條鈴木 下村 寺田 岩下 神田 小野澤 内山 西間木 藤掛 東條
村田 高見沢 中田 市毛 清水 有泉 中島 関口 武田村田 高見沢 中田 市毛 清水 有泉 中島 関口 武田

2 15 ポーチ（うさぎ）MIRAI TENNIS ACADEMY（TEAM R　華）
鈴木 市橋 土谷 中村 澤村 広木 村上 臼倉 森野 幸松

（う ）（ 華）
鈴木 市橋 土谷 中村 澤村 広木 村上 臼倉 森野 幸松
中野 高橋 池田 佐々木 岡田 香西中野 高橋 　 池田 佐々木 岡田 香西 　

3 16 横浜ガーデンTCワールドTC
杉山 小宮 加藤 小倉 小田島 村瀬（梓） 小林 中村 佐藤 江藤

横浜ガ デンワ ルド
杉山 小宮 加藤 小倉 小田島 村瀬（梓） 小林 中村 佐藤 江藤
柳下 加藤 井上（朋） 井上（沙） 村瀬（慶） 井上（美）柳下 　 加藤 井上（朋） 井上（沙） 村瀬（慶） 井上（美）

4 17 NECソリューションイノベータTプラザ戸塚（レインボー）
福山 渡辺 田中 大松澤 大石 宮内 伊藤 星 金沢 松場

ソリ シ ンイ タラザ戸塚（ インボ ）
福山 渡辺 田中 大松澤 大石 宮内 伊藤 星 金沢 松場

吉田 石原 西井吉田 石原 西井 　 　

5 18 GODAIテニスカレッジ白楽校（ササテニ～大奥～）GODAIテニスカレッジ　港北校
小澤 劒持 高橋 竹中 田中 川島 富田 川村 高浜 寺中

楽校（ 大奥 ）テ ッジ 港 校
小澤 劒持 高橋 竹中 田中 川島 富田 川村 高浜 寺中
遠山 藤崎 星野 馬庭 宮坂遠山 藤崎 星野 馬庭 宮坂 　 　

6 19YSC ユニークス本牧（まろん）
井口 稲田 岡部 加藤 鈴木 遠藤 鬼塚 中田 新井 中野

ク 本牧（まろん）
井口 稲田 岡部 加藤 鈴木 遠藤 鬼塚 中田 新井 中野
硎野 野々村 長谷川 平沼 相原 豆生田 建石硎野 野々村 長谷川 平沼 相原 豆生田 建石 　

7 20ポーチ（サラブレッド） TAS7 20
西田 川島 坂本 粟谷 下田 小林（ひ） 清家 井野 山田 金子

ポ チ（サラブレッド） TAS
西田 川島 坂本 粟谷 下田 小林（ひ） 清家 井野 山田 金子
邨井 岡 小林 長縄 髙木 佐々木 寺内 山川 小林（ま）邨井 岡 小林 長縄 髙木 佐々木 寺内 山川 小林（ま）

8 21Y球会（B） 横浜市役所T部8 21
川田 瓦井 大貫 前田 寺本 秋山 采見 佐藤 鈴木（晶） 鈴木（博）

Y球会（B） 横浜市役所T部
川田 瓦井 大貫 前田 寺本 秋山 采見 佐藤 鈴木（晶） 鈴木（博）
宮下 松本 長澤 太口 長樂 西尾 早川 吉田宮下 松本 長澤  太口 長樂 西尾 早川 吉田

9 22日立ソリューションズ（J) ポーチ（ひよこ）9 22
鈴木 大道 野田 佐治 小谷中 小玉 藤川 朝長 嵯峨野 山中

日立ソリュ ションズ（J) ポ チ（ひよこ）
鈴木 大道 野田 佐治 小谷中 小玉 藤川 朝長 嵯峨野 山中
市川 平井 三浦 益子 宮（敦） 宮（亜） 三枝 杉崎 森島市川 平井 三浦 益子 宮（敦） 宮（亜） 三枝 杉崎 森島

10 23Ｎaturally Ｔennis イラコTC10 23
川角 根本 玉井 柳沼 原田 牧野 池辺 清野 葛生 稲川

Ｎaturally Ｔennis イラコTC
川角 根本 玉井 柳沼 原田 牧野 池辺 清野 葛生 稲川
齋藤 荒木 石井 金山（愛） 金山（希） 安田 澤田 餌取 渡辺齋藤 荒木 石井 金山（愛） 金山（希） 安田 澤田 餌取 渡辺

11 24 三ツ沢TC横浜グリーンTC11 24
千葉 海江田 篠原 寺牛 花井 尾尻 河村 野村 綱島 本永

三ツ沢TC横浜グリ ンTC
千葉 海江田 篠原 寺牛 花井 尾尻 河村 野村 綱島 本永
加藤 藤原 宮坂 青山加藤 藤原 宮坂 青山

12 25 下川井TC（アクアマリン）12 25
山本 大久保 三宅 峯岸 松本

下川井TC（アクアマリン）
Bye 山本 大久保 三宅 峯岸 松本

杉崎 黒木 宮内 高橋 加瀬
Bye

杉崎 黒木 宮内 高橋 加瀬

13 26 新横浜PHITC（ﾊﾟﾝﾀﾞｺﾊﾟﾝﾀﾞ）メガロス横濱13 26
梅田 山口 勝田 森川 花渕 役川 仙田 坂井 後藤 山内

新横浜PHITC（ﾊ ﾝﾀ ｺﾊ ﾝﾀ ）メガ ス横濱
梅田 山口 勝田 森川 花渕 役川 仙田 坂井 後藤 山内

古川(聖） 橋詰 古川(千） 長井 栗田 小林 内藤 中川 上田 日高古川(聖） 橋詰 古川(千） 長井 栗田 小林 内藤 中川 上田 日高

1


