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1 21亀の甲山TC（A） ＹＩＴＣ1 21
福田 高柳 久保田 小菅 松田 宮島 秋沢 カンチ ミ 宮崎 関口 土井 佐々木

亀の甲山TC（A） ＹＩＴＣ
福田 高柳 久保田 小菅 松田 宮島 秋沢 カンチェミ 宮崎 関口 土井 佐々木
笹木 紀野 清水 椎橋 柏木 藤原 前田 恒川 戸谷 薜 金子笹木 紀野 清水 椎橋 柏木 藤原 前田 恒川 戸谷 薜 金子

2 22 瀬谷グリーンTC
星 近藤 横山 諏訪 芳賀 池上Ｂｙｅ

猪狩 中嶋 池永

3 23下川井TC（レジェンズ）3 23
佐藤 角本 飯塚 梅原 寺川 井上 Ｂｙｅ

下川井TC（レジェンズ）
佐藤 角本 飯塚 梅原 寺川 井上
佐野 内山 森屋 松本 藤崎 小幡

ｙ
松

4 24Tプラザ戸塚（クレッシェンドC） 横浜ガーデンTC4 24
東 岡崎 利根川 野口 伏見 福多 桜井 多屋 田中 谷口 笹島 黒住

Tプラザ戸塚（クレッシェンドC） 横浜ガ デンTC
東 岡崎 利根川 野口 伏見 福多 桜井 多屋 田中 谷口 笹島 黒住

桃井 宇佐川 彼島 徳久 河埜 糸桜 高野桃井 宇佐川 彼島 徳久 河埜 糸桜 高野

ＢＬＡＣＫ ＳＯＸ（OJクラブ） 横浜グリ ンTC5 25
糸洲 山下 平田 永井 見 中家 今井 高木 石川 井田 吉原 渡辺

ＢＬＡＣＫ　ＳＯＸ（OJクラブ） 横浜グリーンTC
糸洲 山下 平田 永井 二見 中家 今井 高木 石川 井田 吉原 渡辺
落合 樺沢 小野里 市川 福村 橋本 山根 矢野 中嶋落合 樺沢 小野里 市川 福村 橋本 山根 矢野 中嶋

6 26MIRAI TENNIS ACADEMY(TEAM　Ｒ　富士） BASFジャパン（BASF）
仲田 大島 中村 高尾 生井 千村 小川 一條 山本 谷澤 倉科 北村
阿部 望月 笠原 小島 猪野 古川 永島 宇野

7 27 YSC鶴見TG7 27
近藤 三井 崎浦 牧田 松原 須賀 植田 金子 渋田 須田 鈴木 硎野

YSC鶴見TG
近藤 三井 崎浦 牧田 松原 須賀 植田 金子 渋田 須田 鈴木 硎野

為我井 松本 板倉 富塚 土方 松井 柳沢 湯浅 塩見為我井 松本 板倉 富塚 土方 松井 柳沢 湯浅 塩見

8 28TGレニックス TEAM EX8 28
友竹 猪狩 山根 清川 江口 細田 尾形 稲岡 林 平山 本田 弘田

TGレニックス TEAM EX
友竹 猪狩 山根 清川 江口 細田 尾形 稲岡 林 平山 本田 弘田
水谷 阿部 山崎 斉藤 井村 松山 後水谷 阿部 山崎 斉藤 井村 松山 後

ブ9 29 GODAI港北（Club H)ケンウッドTC（ぶんぶんブン太）
柴田 奈良 渡会 藤本 牧野 本城 芝田 浅野 大谷 渋谷 田嶋 山田
斉藤 倉持

10 30 東芝横浜T部Salesio Tennis Team10 30
木崎 指宿 宮崎 田中 上村 石井 藤田 小沢 荒木 鈴木 新留 原口

東芝横浜T部Salesio Tennis Team
木崎 指宿 宮崎 田中 上村 石井 藤田 小沢 荒木 鈴木 新留 原口
大塚 錦織 崎野 大貫 中野大塚 錦織 崎野 大貫 中野

11 31ラック港南台TG（アドバンス）11 31
持田 吉野 依田 堀泉 田口 広木

ラック港南台TG（アドバンス）
Ｂｙｅ持田 吉野 依田 堀泉 田口 広木

明石 倉田 吉武 市瀬 丸山 島田
Ｂｙｅ

明石 倉田 吉武 市瀬 丸山 島田

ITC(イラ ＴＣ） 亀の甲山TC（B）12 32
小川 染野 林 池辺 高山 佐藤 長谷川 東方 生稲 土屋 宮内 児島

ITC(イラコＴＣ） 亀の甲山TC（B）
小川 染野 林 池辺 高山 佐藤 長谷川 東方 生稲 土屋 宮内 児島
小林 清野 長谷川 崎村 梶浦 石川 八木下 岩瀬 中田 真喜屋 関口小林 清野 長谷川 崎村 梶浦 石川 八木下 岩瀬 中田 真喜屋 関口

13 Y球会
矢田部 山本 瓦井 池田 永易 野田
公門 南 川田 柴田 上谷 佐々木

14 希望が丘TC14
祐田 田附 小島 三枝 近藤 伊藤

希望が丘TC
祐田 田附 小島 三枝 近藤 伊藤
大湖 竹田大湖 竹田

15 亀の甲山TC（C）15
中崎 瀬戸 篠村 橋本 清水 扇屋

亀の甲山TC（C）
中崎 瀬戸 篠村 橋本 清水 扇屋
三宅 三枝 諏訪 荻 荒巻 金子三宅 三枝 諏訪 荻 荒巻 金子

16 Tプラザ戸塚（クレッシェンドB）
稲波 竹下 池田 吉村 吉原 松田
鈴木 杉浦鈴木 杉浦 　

17 Tプラザ戸塚（クレッシェンドA）7
石井 藤野 泉門 本間 大西 武石

プラザ戸塚（クレッシ ンド ）
井 藤野 泉門 本間 大西 武

宮下 三上 飯沼

18 東戸塚松原TS（すじがね君２号）18
磯部 高橋 佐川 市川 木村 浜田

東戸塚松原TS（すじがね君２号）
磯部 高橋 佐川 市川 木村 浜田
馬込 中塩 石飛 山口馬込 中塩 石飛 山口

19 金港TC（A）19
髙岡 池浦 真船 春田 岡田 大木

金港TC（A）
髙岡 池浦 真船 春田 岡田 大木
伊藤 下脇 鈴木 佐藤 加藤伊藤 下脇 鈴木 佐藤 加藤

本牧20 ユニークス本牧
高萩 菅田 木村 森山 柳澤 植山
原 長嶋原 長嶋

1


