
：キャプテン
1 17

北條 岩波 谷 小沢 東出 赤窄 小原 内藤 大内 菱沼 平塚 石渡 宮下 河合 林 野村
樫山 長岐 代田 比護 薄井 石川 岩渕 岡名 木村 若松 池上 斉藤 豊田 荒井 内山 梅澤

2 18

3 19

荒井 有福 石川 茨田 大沼 長田 河西 加藤 バーゲン
ソール 望月 池永 関口 増岡 浅倉(秀) 浅倉(エ) 橋本

須賀 滝沢 丹 直井 中垣 永野 安本 横井 宮本 永野 平松 高橋 松村 テシッチ
ボッコ

4 20
大島 白瀬 徳永 黒澤 直井 西井 根本 古郡 中山 武内 澁谷 菅 杉本 吉浜 渡邉 植松
森 小林 泉門 室町 長谷川 伊藤 清水 野上 小関 中嶋 山口

5 21
川本 村上 大竹 中山 壁田 川崎 大塚（鉄) 大塚(利) 三宅 江崎 湯川 松田 楠本 山根 小笹 小嶋
堀口 後藤 木谷 川本 白井 谷田 清水 山口 鈴木 米津 小池 田中

6 22
常川 向井 中谷 生沼 小野 大山 山成 大田 濱 藤井 山本 小板(英) 小板(真) 宮本 桜井 市野
古谷 大城 林田 本田 稲垣 大村 稲田 堀切 金本 横田地 前田 橋本 徐 中本 京瀧 小林

7 23
寺平 伊賀 松澤 菊谷 塚原 飯尾 岡野 本勝
星野 小美野 名和

8 24
永井 松村 登山 小林 土屋 上原 山口 林 土橋 伊藤 中島 河西 古屋 飯野 山川 長谷川
水谷 浅場 佐々木 長田 阿部 鍛冶 志村 依田 桶谷 野村 横野 弥永 須田 狩谷 板津 小林

9 25
瀧口 一宮 蛭川 日出 林 長屋 増田 斎藤 佐々木 青山 山澤 鈴木 市川 西尾 松本 岡田
山口 内海 泉田 穐元 芦田 鈴木 嶋津 松前 宇内 尾崎 河田 藤井 戸塚 野口

10 26
中島 廣岡 青山 新田 白勢 説田 武田 梅本 高木 徳海 大下 権田 河原 吉原 石津 菅野
蒔田 藤澤 飯田 望月 岡田 西城 畠 鶴 山本

11 27
佐々木 岡本 佐野 桜井 久保田 村田 宮本 渡邉 五十川 山本 鈴木 瀬尾 川口 池田 畠山 遠西
浅田 高橋 藤巻 宗田 前田 陶山 相澤 中沢 小北 林 土谷

12 28
川合 天野 竹森 土谷 広川 清水 伊藤 鈴木 田中 真木 伊藤 近藤 荒井 永井 丸 中村
森上 中村 中谷 原口 石井

13 29
徳富 木原 前橋 新美 山口 田渕 麓 小幡 氷見 田村 湯澤 粕田 末永 山吹 森 大石

鈴木(信） 田澤 鈴木(徹） 内藤 渡辺 岡 黒木 久津間 梶江 橋倉 五味 藤本 稲田

14 30
伊藤 海野 伊木 藤原 鶴我 野村 大庭(知) 成尾 深沢 堀田 長谷川 樋口 境 末永 山里 内田
栗畑 小野 山崎 豊田 大庭(卓) 坂根 脇田 南波 続 下澤 井上 辰野 小林(義) 庄野 蒲谷 小林(宰)

15 31

16 32
松丸 沖川 佐藤 倉光 東樹 松下 岡 高木 脇谷 勝間 小野 石田 野瀬 江藤 小林 鈴木
鈴木 遠藤 松島 下川 三好 須田 小林 市瀬 村上 山下 更科 本庄 古田 矢野 大野 坂田

Ｂｙｅ

サンブリッジTC本郷（Team ジンギスカン）

MIRAI TENNIS AKADEMY(TEAM R 虎）

東戸塚松原TS（すじがね君１号）

Ｂｙｅ

GODAI白楽（ささてに)

大東建託横浜

Ｂｙｅ

ラック港南台TG（アドバンス）

ワールドＴＣ（ワールドテニススクール）

Vamos

関東TC（チームH）

YC&AC

新横浜PHITC(2017)

あざみ野LTC（ALTCPC)

横浜ガーデンTC

東芝京浜

ウッドテニス（アレスマイスター）

JFE(KiDS）

ダンロップTS根岸（月・金土連合）

ポーチ（RF）

エバーグリーンTF横浜（週末組）三ツ沢TC（A)

一般男子の部出場者名（１／２）

とつかテニスクラブ（ARASHI)

ティップネス鴨居ITS

野村総研（NTC)

メガロス綱島（どはっちーず）

横浜市役所T部

Ｂｙｅ

tenir （テニール）

Ｂｙｅ

朝練会（朝練部）



33 49
相原 太田代 采見 安西 水野 鈴木(優) 小口 小林 山本 廣澤 白 原田 荒井 原口 松井 清水
横河 関 九里 内田 坪内 渡邊 身崎 鈴木(純) 三國 境野 矢ケ崎 長岡 田口 柴本 加藤 臼井

34 50

35 51
加来 笠原 東 中野 浅見 柿崎 渡邉 真鍋 植田 直江 瀬藤 篠崎 村田 引間 村元 浜崎
菊池 野本  　 川壁 黒沢 関戸 小平 伴野 金森 鶴田 西井

36 52
米山 小森 中西 酒井 佐藤 高村 中村(伸) 鈴木 志賀 橋本 田中(秀) 田辺 田島 竹花 中村 永池
勝谷 土屋 三山 萩原 中村(晃) 神村 川島 照沼 田中(照) 桜井 町田 掛樋

37 53
木村 新谷 竹田 小笠原 飯田 奥山 堀田 伊藤 湊 伊坪 溝口 山崎 山田 阿彦 篠原 中山
池田 長門石 佐藤 荒川 山田 大原 下田 林 立石 伊東 小板橋 小松崎 江森 原口 原 横瀬

38 54
丸井 栗原 鈴木 大島 松崎 櫻井(良) 藤田 櫻井(幸) 相良 笠原 萩原 守屋 石毛 辻 上手 吉岡
山蔭 後藤 三尾 森 森田 小山 御守 伊藤 井上 沖田 望月 中村 荏本 久米 古角 井上

39 55
小山 寺崎 渡辺 川嶋 岩佐 草間 原田 築地 中川 関谷 田中 中村 中垣 早乙女 松井 森平
乳井 堀 頼 佐藤 窪田 西野 浜田 大久保 高見 坂本

40 56
山下(祐) 山下(翔) 石田 渡辺 柳下 平山 黄野 北岡 関 田中 田柳 梶原 長島 野田 冨依 西條
安田 佐口 石原 高岸 村瀬 阿部 岩瀬 鈴木 布川 竹田 渡邉

41 57
星野 川角 細川 鈴木 西渕 櫛引 増渕 飯尾 中田 成瀬 阿部 佐藤(匡) 深井 中村 桶谷 足立
石井 徳永 後藤 綿貫 竹村 鹿子島 熊澤 濱田 岡田 佐治 猪狩 佐藤(康) 神田 竹ノ内 西村 今井

42 58
山中 杉山 湯浅 内田 高橋 藤沢 鐘ヶ江 西田 関山 山中(翔) 吉村 森本 小沢 小山 田口 出口
猪瀬 雨森 朝倉 三谷 鈴木 小笠原 並木 金指 藤本 中小路 田中 山中(淳) 藤野 野本 岡 川合

43 59
東出 青島 石渡 石川 米倉 米田 横山 吉村 高木 拜郷 荒尾 染川 横山 池田 杉本 岩岡
安永 盛 折笠 加藤 大串 瓶井 谷端 長島 向井 林

44 60
藤崎 浅野 城所 粕谷 岩根 永田 山本 大原 三橋 加藤 上野 佐々木 遠藤 甲田 岡本 桜井
青木 榊原 谷 春日 山田 鎌田 永見 藤田 長島 上田

45 61
青木(啓) 安東 池田 板垣 青木(孝) 板倉 植松 宇賀神 鈴木(謙) 堤 臼倉 八木 鈴木(健) 塩原 須長 本村

中谷 棚澤 鶴久 山本 中 佐々木 鎌田 吉田 殿塚 村上 高寺 内藤 辻永 袴田 亀山 小山

46 62
高瀬 安達 今井 郡 小早川 佐藤 清水 柳原 石田 藤 中村 浅野 梶原 前川 澤村 宮部
佐々木 田村 本山 善野 宗像 青木

47 63

48 64
賀川 新倉 尾関 高野 横山 西岡 関 池田 山﨑 西宮 白石 木下 金藤 柴田 中山 板部
浅野 高浜 千葉 磯部 大平 松本 村上 二階堂 女屋 嶋田 坂井 天野 津田 白井 瀬戸 中垣

Selesio Tennis Team関東TC（チーム０）

神大学教職員Ｔ愛好会

橘Tアカデミー（チームS）

新横浜PHITC (湘南 belsorriso)

Team EX

ブリヂストン（２０１７）

Naturally Tennis

朝練会（夜練部）

Ｂｙｅ

GODAI白楽(チームT)

MIRAI TENNIS ACADEMY(TEAM R 龍）

Ｂｙｅ

Ｔカレッジやよい台

TAS

Ｂｙｅ

NECソリューションイノベータ

日立JTE

塩見塾

ウッドテニス(セントラル）

横浜銀行（はまぺん） サンブリッジﾞＴＣ本郷（鬼　リリーズ）

Team Coke

Ｂｙｅ

ポーチ（Ａ）

東芝横浜Ｔ部（東芝横浜）

MIRAI TENNIS ACADEMY(TEAM がちょう)

AGC 庭球俱楽部

JFE（ビレオ）

三ツ沢TC（B）

ワールドＴＣ（ワールドテニスクラブ）

一般男子の部出場者名（２／２）

ルネサンス　天王町


