
：キャプテン
1 17

谷 内藤 小沢 岩波 薄井 岩渕 山澤 岡名 荒井 千葉 磯部 福田 大平 梅澤 松本 村上
市川 長岐 樫山 赤窄 代田 比護 小原 武智 二階堂 成田 伊藤 眞家 田中(大) 田中(健) 神谷 斎藤

2 18

3 19
常川 中谷 生沼 小野 大山 山成 大城 古谷 川本 大竹 壁田 中山 木谷 堀口 高石 奥山
林田 本田 稲垣 大村 稲田 堀切 根岸 田村 宮本 藤巻 新保

4 20
蒔田 瀬戸 奈良 浅野 瀬川 前川 横田 浜田 伊木 谷 海野 伊藤 鶴我 大庭(知) 成尾 水野
長富 湯原 阿部 大越 冨士本 佐藤 大庭(卓) 坂下 粕谷 松尾 山崎 小野 粟畑

5 21
柏木(巧) 岡部 名古 喜内 渕上 中瀬 吉原 西尾 相良 石毛 伊東 古角 萩原 沖田 井上(文) 藤田
兼平 小野 柏木(功) 斉藤 赤間 荏本 井上(道) 久米 神田 辻 上手 守屋 笠原

6 22
大島 松下 渡部 田代 直井 西井 根本 古郡 加来 東 中野 浅見 柿崎 渡邉 笠原 真鍋
森 小林 黒木 伊藤 野上 長谷川 室町 久保田

7 23

8 24
小口 采見 水野 安西 鈴木(優) 鈴木(淳) 石井 太田代 松村 登山 山口 長田(祐) 依田 久津間 上原 土屋
佐々木 小林 相原 九里 福田 秋月 内田 綱川 小幡 鍛治 佐々木 阿部 林 水谷 大槻 長田(直)

9 25
濱 藤井 小板 宮本 桜井 市野 金本 徐 松丸 沖川 倉光 木下 三好 鈴木 遠藤 岡

中本 京瀧 小林(真) 岩井 丹羽 本間 小林(烈) 亀山 小林 須田 三井 五嶋 香月 髙木 市瀬(祐) 市瀬(知)

10 26

11 27
中山 武内 菅 植松 杉本 小関 山口 吉浜 関谷 佐野 佐藤 西野 松井 中村 中垣 早乙女

渡邉 井出 宮城島 澁谷 小池 高見 牧野 菅野 菊池 菊川 近藤 藤原 池村

12 28
関山 山中(翔) 吉村 森本 小沢 小山 出口 田口 藤 前田 高橋 宗像 松山 前川 瀬尾 中沢
藤本 中小路 田中 山中(淳) 鎌田 加藤 元岡 東 宮崎 青木 今村 浅野

13 29
菊地 山中 岡 堀 丸山 大久保 大平 漆田 小山 春山 飯島 鈴木 金丸 中丸 津村 小間
石橋 西山 成田 吉田 中村 山内 大野 高橋 安藤 滝野 町田

14 30
佐々木 田中 野田 松本 盛 村田 岡本 菊池 中川 吉田 引間 植田 金森 関戸 瀬藤 西井
前田 桜井 高橋 山脇 木上 織田 藤巻 相澤 村田 長尾 茅根 篠崎 熊崎 後藤 加藤 直江

15 31

16 32
伊藤 小山 櫻井 藤田 大島 村本 鈴木(繁) 榎本 山崎 西宮 柴田 白井 金藤 竹前 嶋田 坂井

鈴木(萌) 御守 出口 栗原 丸井 丸山 三尾 中村 津田 瀬戸 天野 木下 板部 白石 岡部

BYE

BYEBYE

MIRAI TENNIS ACADEMY(TEAM R 龍)

テニスカレッジやよい台

BYE

横浜市役所テニス部

BYE

一般男子の部出場者名（１／２）

とつかＴＣ（ＡＲＡＳＨＩ)

神大教職員T愛好会

東芝京浜テニス部

てにんちゅ

関東TC(ヤングチーム)

BYE

希望が丘テニスクラブ

BYE

ｔｅｎｉｒ（テニール）

あざみ野LTC(ALTCPC)

金沢高校OBOG会(S&T)

ルネサンス天王町

橘Ｔアカデミー（チームＳ）

Tプラザ戸塚

NECソリューションイノベータ

Ｓａｌｅｓｉｏ　Ｔｅｎｎｉｓ　Ｔｅａｍ

新横浜ＰＨＩＴＣ（湘南ｂｉｇｂｏｙ）

JFE(オールJ)

ウッドテニス（アレスマイスター）

ラック港南台ＴＧ（アドバンス）

Ｋｙｏｓａｎ　Ｔｅｎｎｉｓ　Ｃｌｕｂ

BYE

朝練会（朝練部）

ＧＯＤＡＩ白楽（ささてに）



33 49
土橋 伊藤 河西 白須 古屋 池谷 飯野 佐藤 星野 川角 西渕 細川 櫛引 石井 若松 加藤
狩谷 永木 山本 清水 小磯 藤本 阿久津 小林 増渕 竹村 綿貫 鈴木 板津 山田 前田 浜田

34 50

35 51
高瀬 中嶋 郡 佐藤 坂田 柳原(亮) 柳原(一) 諸石 米山 小森 中西 酒井 佐藤 高村 中村(伸) 鈴木
福間 清水 小早川 今井 勝屋 土屋 三山 黒沢 中村(晃) 角井

36 52
江藤 勝間 更科 平野 吉田 坂田(英) 堀野 羽田 青島 石渡 東出 本田 石川 米倉 和田 尾形
大野 山下 野瀬 服部 内野 松下 矢野 坂田(聡) 稲岡 横山 弘田 米田

37 53
志賀 橋本 田中(秀) 田辺 竹花 中村 永池 神村 久保 蒲生 赤土 常念 飯沼 近藤 石井 青柳
桜井 八島 田中(照) 町田 掛樋 田島 中山 戸塚 上村 原 阿部 館 藤田

38 54
櫻井 平本 山蔭 森(夏) 畠山 薄葉 市野 吉田 生稲 四宮 北村 高橋 村田 小出 豊田 中村
後藤 立川 松崎 森(彬) 熊澤 西方 中島 小宮 山内 西條 小笠原 中西 野上 名嘉 谷川

39 55

40 56
原 上田 鈴木(烈) 小林(慎) 河田 市野 伏見 鈴木(康) 山本 廣澤 新井 白 大森 依田 加藤 出口

島村 内藤 小林(茂) 藤田 関口 駒田 栗川 蔵前 和氣 松井 臼井 三國 境野 桑鶴 松前 嶋津

41 57
岩田 中島 彌永 関山 小林 大村 林 山岸 久野 堀田 境 末永 山里 続 下澤 村田
飯田 谷井 山本 和田 西 石井 望月(滉) 望月(慎) 持田 窪山 辰野 早坂 小林 庄野 蒲谷 須田

42 58

43 59
近藤 中島 相川 一方井 上野 小原 西海 片田 三橋 加藤 上野 内山 岡本 春日 甲田 小林
松田 井上 梅森 佐々木 田中 谷 細野 上田 山田 長島 鎌田

44 60
中田 成瀬 阿部 佐藤(匡) 深井 矢島 桶谷 松本 小林(亮) 中村 宮川 西田 成田 諸角 杉本 髙島
青山 岡田 佐治 猪狩 佐藤(康) 今井 武井 古田 瀬川 芦野 飯嶋 廣瀬 増田 小林(良)

45 61
荒井 石川 茨田 大沼 長田 河西 葛原 加藤 田中 中村 荒井 原口 伊藤 丸 加藤 佐伯

須賀 滝沢 丹 中垣 永野 野田 安本 横井 佐藤 永井 石井

46 62
依田 本廣 海老原 松下 横井 会田 川本 北村
酒向 天雲 岡 小林 山本 下田 古屋

47 63

48 64
瀧口 山田 堀田 山口 日出 林(諒) 竹田 小笠原 賀川 髙野 横山 成瀬 関 池田 高浜 菱沼
新谷 長屋 蛭川 増田 林(雄) 齋藤 泉田 木村 大内 平塚 石渡 林 野村 木村 池上 斎藤

BYE

BYE

BYE

BYE

BYE

メガロス綱島(どはっちーず)

三ッ沢ＴＣ

BYE

橘テニスアカデミー(友の会)

MIRAI TENNIS ACADEMY(がちょう)

ポーチ（ＲＦ）

ＧＯＤＡＩ白楽(チームT)

ダンロップＴＳ根岸（F/ひよこ男子)

TEAM　EX

朝練会（夜練部）新横浜

関東ＴＣ（アダルトチーム）

亀の甲山TC

NTTデータMSE

新横浜ＰＨＩＴＣ（2019）

Naturally Tennis

一般男子の部出場者名（２／２）

サンブリッジTC本郷(鬼リリーズ)

日立戸塚T部

Ｔｅａｍ　Ｃｏｋｅ

BYE

ワールドTC

金沢高校OBOG会(デリカチキンズ)

BYE

BYE

JFE(ビレオ)

ケンウッドTC

横浜ガーデンTC

橘テニスアカデミー(チームK)


