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般女子の部出場者名
：キャプテン

1 21 横浜ガ デンＴＣＴ Ｃ ｋ1 21
鈴木 森 神田 相澤 天野 小林 中村 中村 宮澤 佐藤

横浜ガーデンＴＣＴｅａｍ　Ｃｏｋｅ
鈴木 森 神田 相澤 天野 小林 中村（律） 中村（一） 宮澤 佐藤
酒井 橋本 寺田 中田 横川 村瀬 船津 佐分利 大野 谷口酒井 橋本 寺田 中田 横川 村瀬 船津 佐分利 大野 谷口

2 23 ナミスポ ツクラブ天王町（SWITTSMAK）横浜法曹ＴＣ2 23
諸節 徳 市嶋 鈴木 飛彈野 東條 高橋 伊澤 阿部 鈴木

コナミスポーツクラブ天王町（SWITTSMAK）横浜法曹ＴＣ
諸節 徳田 市嶋 鈴木 飛彈野 東條 高橋 伊澤 阿部 鈴木

篠原 丸山 和気 加藤篠原 丸山 和気 加藤
Ｔプラザ戸塚（ゴ ルドリング）3

宇藤 細
Ｔプラザ戸塚（ゴールドリング）

横浜グリ宇藤 園田 岡 関川 細谷 24 横浜グリーンＴＣ
櫻庭 浜名 尾脇 千葉 三宅 中嶋 田中 篠原

海江田 加藤
4 HCKS

小川 中谷 樋田 福本 真壁 25 日立ソリューションズ小川 中谷 樋田 福本 真壁
丸山 山崎 和田 佐治 鈴木 野田 杉山 小谷中

日 ソリ ション
丸山 山崎 和田 佐治 鈴木 野田 杉山 小谷中

平井 市川平井 市川
5 下川井ＴＣ（ピンクパール）5

寺原 石井 大友 三宅 竹村 26
下川井ＴＣ（ピンクパ ル）

YSC（星組）寺原 石井 大友 三宅 竹村 26
峯岸 高橋 寺川 菊池 山田 百瀬 平沼 長谷川 村居

YSC（星組）
峯岸 高橋 寺川 菊池 山田 百瀬 平沼 長谷川 村居

西村西村
6 亀の甲山TC（サンデー）6

宮本 児島 大和田 大塚 東方（久） 27
亀の甲山TC（サンデ ）

亀の甲山ＴＣ（スマイリー）宮本 児島 大和田 大塚 東方（久） 27
東方（恵） 渡邊（朋） 河村 松田 水川 鈴木

亀の甲山ＴＣ（スマイリー）
東方（恵） 渡邊（朋） 河村 松田 水川 鈴木

東 渡辺（み） 斎木（弘） 斎木（朋） 志田東 渡辺（み） 斎木（弘） 斎木（朋） 志田
7 エバ グリ ンＴＦ横浜（ピ ア）7

木村 佐藤 佐藤 小島 猪股 28
 エバーグリーンＴＦ横浜（ピュア）

Ｔカレ ジやよい台木村 佐藤（順） 佐藤（春） 小島 猪股 28
北原 川 冨 竹内 小野 森 渡邉

Ｔカレッジやよい台
北原 川口 冨田 竹内 小野 三森 渡邉

丸下 梶山 中村 眞田 岩本丸下 梶山 中村 眞田 岩本
星組8 ITC.tc  星組

関東 （ ）牧野 池辺 稲川 佐藤 清野 30 関東ＴＣ（チームL）
西山 山本 安西 太田 石崎 橋詰 加藤 山口

中野 花輪 仲間
10 Vamos

徳冨 江端 岡田 川上 岩下 31 YSC（華組）
田渕 中村 渡辺 本田 前橋 森下 青木 井口 相原 鈴木田渕 中村 渡辺 本田 前橋 森下 青木 井口 相原 鈴木

加藤 大曲 硎野 小川加藤 大曲 硎野 小川
11 TAS11

小林 山地 髙木 中川 清家 33
TAS

塩見塾小林 山地 髙木 中川 清家 33
井野 上田 金子 白川 伊東 青木 板垣 植田 大澤 佐藤

塩見塾
井野 上田 金子 白川 伊東 青木 板垣 植田 大澤 佐藤

鈴 鶴久 中谷鈴 鶴久 中谷
13 YITC13

佐治 西城 キム 中山 杉本 34
YITC

TGレニックス（パセリ）佐治 西城 キム 中山 杉本 34
宮崎 鈴木 高橋 入澤 中村 麻生 錦織 関 幕田

TGレニックス（パセリ）
宮崎 鈴木 高橋 入澤 中村 麻生 錦織 関 幕田

高木高木
14 サンブリッジＴＣ本郷 （ﾌﾚｯｼｭ ﾘﾘ ｽﾞ）14

宮原 青木 清水 遠藤 望月 35
サンブリッジＴＣ本郷 （ﾌﾚｯｼｭ　ﾘﾘｰｽ ）

エバ グリ ンＴＦ横浜（ク ルビ ティ）宮原 青木 清水 遠藤 望月 35
伴 高久 山谷 富田 泉 岩崎 小笠原 瀬口 武井

エバーグリーンＴＦ横浜（クールビューティ）
伴 高久 山谷 富田 泉 岩崎 小笠原 瀬口 武井

成田 中井 宮城 米丸成田 中井 宮城 米丸
15 とつかＴＣ（まるちゃん）15

赤木 秋山 朱 谷 奈良崎
とつかＴＣ（まるちゃん）

ITC （花組）赤木 秋山 朱 谷 奈良崎 36
山谷 横尾 吉廣 葛生 原 安 高梨

ITC.tc（花組）
山谷 横尾 吉廣 葛生 原口 安田 高梨

村河村
川井 （ ク リ ）16 下川井ＴＣ（アクアマリン）

プ ザ ﾞ ﾞ ﾞ河野 大久保 高塚 鈴木 矢部 37 Ｔプラザ戸塚 （ｷﾞﾘｷﾞﾘｼｽﾀｰｽﾞ）
山本 宮内 杉山 畑中 徳永 小松 上島 室橋 飯沼 藤野

大松澤
17 メガロス横濱 （よいメガロスっこ）

板倉 中村 名嘉 松川 奥平 38 MIRAI TENNIS ACADEMY （華）板倉 中村 名嘉 松川 奥平
斎藤 伊藤 竹内 秋元 内藤 小北 三浦 市橋

（華）
斎藤 伊藤 竹内 秋元 内藤 小北 三浦 市橋

和田 中村 槇 澤村 青山和田 中村 槇 澤村 青山
18 市役所Ｔ部18

吉田 佐藤（啓） 鈴木（晶） 若林 釆見 39
市役所Ｔ部

メガロス横濱（Let's Enjoy TY)吉田 佐藤（啓） 鈴木（晶） 若林 釆見 39
花折 平松 佐藤（光） 鈴木（博） 石川 薮井 安永 新井 野田

メガロス横濱（Let s Enjoy TY)
花折 平松 佐藤（光） 鈴木（博） 石川 薮井 安永 新井 野田

深井深井
19 三ツ沢ＴＣ19

益田 林田 北出 森久保 本永 40
三ツ沢ＴＣ

アクア金沢八景 （Ａ）益田 林田 北出 森久保 本永 40
小佐野 加藤 小林 内藤 山野 北原

アクア金沢八景　（Ａ）
小佐野 加藤 小林 内藤 山野 北原

土谷 福田 五島土谷 福田 五島
20 ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝTF横浜 （Kunyan）20

有泉 市川 今井 内山（か） 内山（由）

ｴﾊ ｰｸ ﾘｰﾝTF横浜 （Kunyan）
有泉 市川 今井 内山（か） 内山（由）

小野沢 高浜 田中 西間木小野沢 高浜 田中 西間木

1


