
：キャプテン
1 21

北條 服部 内藤 谷 岩波 小原 阿部 松井 田子島 小板 山本 廣澤 白 康永 原田 田代
鈴木 小肥 小沢 長島 岡名 三宅 薄井 小柳 新井 後藤 関 石田 原口 高橋 月村

2 22
川口 宮崎 田中 熊谷 久保 安藤 西澤 木村 高寺 村上 中西 本村 上野 佐藤 石塚 横川
大西 柴田 伊澤 鈴木 笹原 吉崎 牧野 黒崎 西山 堤 伊佐 井上 飯塚 小林

3 23
山田 日出 新谷 大原 竹田 飯田 木村 森岡 五十川 廣幡 小原 大島 仲田 安藤 三浦 羽田
長屋 小笠原 奥山 下田 林 恒松 鎌田 斎藤 中尾 赤松 高橋

4 24
築山 福士 山崎 関根 伊藤 城田 仲田 染谷 中村 田中 長谷川 内田 干場 佐藤 中山 片岡
上谷 渡辺 白羽 鈴木 高橋 横山 前田 吉沢 御園生 藤原 榎 高野 南波 高村 増田 小金井

5 25
境 安永 折笠 石川 星野 江良 長峰 福井 佐々木 金澤 田中 浅野 永池 松本 温崎 青木

光田 西渕 鈴木 花里 神谷 佐藤 嶋田 藤巻 鈴木 川畑 佐野

6 26
山根 宗像 佐原 中村 宮部 助川 浅野 石田 東 池田 石井 泉門 大西 岡崎 小熊 能沢
平林 柏樹 梶原 澤村 小北 瀬尾 野村 野口 福多 伏見 藤野 桃井 吉原 渡辺

7 27
山中 窪田 杉山 湯浅 鐘ヶ江 朝倉 高坂 高橋 大浦 福本 坂東 佐野 濱村 尾崎 谷 板津
藤沢 沢田 引地 豊澤 猪瀬 雨森 内田 水野 仙田 大貫 柿本 遠藤 遠山 日高 長沢 水主

8 28
天雲 小林 一條 横井 藁谷 海老原 本廣 会田 一條 山本 高橋 山下 笠原 三澤 柿沼 松田
山本 川本 北村 酒向 日下部 岡 東山 中村 小島 滝塚 永島 宇野 古川 小川

9 29
松井 頼 加藤 竹内 宇佐美 関谷 中村 中垣 井出 須賀 得田 西渕 足立 杉山 岩崎 鈴木
早乙女 中川 森平 木村 新田 木内 田中 板橋 伊澤 渡辺 下川 岡部 田ノ澤 小宇佐

10 30
中島 高橋 竹中 常盤 阿久津 西岡 早坂 佐藤 遠藤 大久保 金丸 木下 小林 佐藤 嶋内 倉光

乗田（大） 乗田（ゆ） 上原 魚谷 坂井 秋山 渡邊 川村 鈴木（将） 鈴木（智） 東樹 松島 松丸 明石 沖川

11 31
小山 石崎 大橋 指宿 伊藤 牧内 板橋 後藤 脇谷 勝間 矢野 藤本 鈴木 高野 石田 林
長嶋 津田 森 石垣 井手 井田 谷端 佐竹 村上 小野 小林 増田 野瀬 小林 坂田 江渕

12 32
斉藤 青島 本田 中島 宮崎 大聖寺 横山 弘田 小口 采見 水野 安西 浦野 横河 鈴木 小杉
石渡 米田 北川 林 長嶋 吉村 永井 九里 石井 中村 岡本 綱川 廣松

13 33
稲川 林 小川 名古 大久保 鈴木（邦） 白井 菅野 陳 鈴木 小野 小川 山本 高橋 持木 野口
佐々木 鈴木（秀） 池辺 楯谷 大野 小畠 豊口 平林 野崎 左藤 菊地 岡田 福沢 中川

14 34
山崎 西宮 石井 望月 金藤 白石 柴田 木下 池田 安東 植松 青木 板垣 中谷 宇賀神 山本
津田 指宿 田中 板部 中山 内田 小山 山田 塩見 佐々木 山田 鶴久

15 35
西井 村田 瀬藤 関戸 引間 小平 小石川 竹内 宮井 松野 新谷 長谷川 坂野 家本 原 野村
神宮司 篠崎 大川 平野 堤 橋本 向井 高島 中町 渡辺 上野

16 36
三好 吉野 坂本 藤井 長江 中村 島田 川崎 青柳 小原 森 木村 灘井 三松 中石 澤
村松 野口 石岡 深沢 小笠原 成田 木村 和田 中山 水谷 菊地 平野 児玉 小松 金子

17 37
大川 田中 飯田 早崎 藤本 眞木 上升 石川 粕谷 福本 橋本 馬場 実方 岩崎 角野 横山
中村 五十嵐 徳田 前田 山本 榎本 横山 佐藤 武吉 朝倉 千野根 延原 真野 小野 江口 斎藤

18 38
田丸 市川 粕田 細井 森 杉村 阿久津 田村 山本 永井 鶴我 矢野 藤原 中根 寺原 瀬戸
内記 木村 六本木 石井 磯部 青山 大塚 三宅

19 39
廣瀬 竹田 下山 高梨 鈴木 蒲原 橋本 廣田 永井 松村 小林 上原 山口 土屋 水谷 岡部
金永 坂下 玉那覇 小池 山本 下口 遠山 中野 佐光 依田 志村 佐々木 横瀬

20 40
松浦 賀川 東條 新倉 奥村 尾関 髙野 横山 髙木 横山 渡辺 池田 川端 勝田 瓶井 向井
西岡 浅野 池田 平野 高濱 若松 福田 梅澤 杉本 染川 杉山 拝郷 赤木 岩岡 長島

横浜法曹ＴＣ ストレートアングル

東戸塚松原ＴＳ （すじがね君） 下川井ＴＣ（Ａ）

あざみ野LTC（ＡＬTCPC2）

関東ＴＣ （チームO） TAS

アレスマイスター

Salesio Tennis Team(STT) 塩見塾2013

NECソフト 森永製菓

KMGテニススクール 東洋製罐

GODAIテニスカレッジ 横浜ガーデンＴＣ

TEAM EX ルネサンス天王町

ITC（小次郎） 六角橋庭球倶楽部

日立戸塚 BASF

橘テニスアカデミー（AT³） エバーグリーンTF横浜（金曜プレーヤー）

亀の甲山 TC（A) ラック港南台TG（Ａ）

GODAIテニスカレッジ白楽（ささてに）

三ツ沢TC(B)

Ｔプラザ戸塚（クレッシェンド）MIRAI TENNIS ACADEMY（龍）

ブリヂストン2013 新横浜ＰＨＩＴＣ（プリン２号）

八景インドアテニスクラブ（トモキーズ） メガロス横濱（鬼ごろし）

メガロス横濱（メガハマＴＯ）

一般男子の部出場者名（１／２）

とつかＴＣ（10FIELD） 朝練会 （夜練部）

横浜市教員テニスクラブ ポーチ（M）

MIRAI TENNIS ACADEMY（武）



：キャプテン
41 61

徳冨 高坂 山口 木原 前橋 守本 岡田 麓 青山 岡田 高橋 鈴木 中田 北川 猪狩 矢島
辻村 山下 田淵 西岡 塚 川上 渡辺 濱田 成瀬 鬼澤 深井 阿部 菅原 江頭 金澤 佐藤

42 62
青木 仲澤 坂口 五十嵐 小林 渋谷 八島 窪田 清水 中崎 西谷 渡辺 町田 添田 渡辺 岩本
高橋 片山 菊池 橋口 直井 松山 御厨 岡崎 長野 佐藤

43 63
新川 周 石川 斎藤 本田 太田 湯川 田中 前田 鈴木 須長 山本 戒田 殿塚 宮 塩原
増田 徳永 高橋 荒井 福田 野口 村上 財津 松川 幸松 江端 内藤 森川 野末 斉藤

44 64
木村 大川 大菅 荻野 小間 中丸 濱田 布施 宮内 中田 石川 八木下 山岸 土屋 生稲（悦） 生稲（伸）

三富 義永 長田 内山 大谷 四宮 稲田

45 65
河野 菊地 高橋 中山 吉竹 中口 平岡 吉武 西田 神尾 楞野 小林 小森谷 成田 村田 石田
五十嵐 相澤 金丸 酒井 坂野 藤原 薗田 浅田 只野 山田 杉本

46 66
小松 米谷 堀泉 依田 持田 筒井 三好 田口 堺 山下 小林 和智 小向 嶋 入江 氏家

須田（伸） 三井 須田（環） 吉野 金井 丸山 山崎 横山 川口 大竹 石川 調所 後藤 小川 蓋盛

47 67
青柳 尾崎 岩崎 大塚 上地 森田 太田 大畠 三橋 飯島 柳川 上野 谷 谷津田 佐々木 小山
徳山 鈴木 網代 中島 永見 岡本

48 68
赤塚 植田 大澤 金森 工藤 渋田 鈴木 田村 濱 藤井 山本 小板 宮本 山藤 桜井 榛葉
硎野 富塚 西谷 細尾 宮本 柳澤 山南 湯浅 市野 菅野 金本 横田地 前田 光山 遠藤 大沼

49 69
高橋 松井 引木 田村 平林 溝呂木 駒野 山口 恒川 宮崎(康) 金子 鷺岡 藤原 戸谷 前田 ベイカー

田中 塚 山本 宇内 中澤 佐々木 篠原 田中 宮崎(一)

50 70
臼井 深澤 森野 藤田 松浦 岩本 井上 長谷川 橋爪 金子 甘露寺 斉藤 芦野 田渕 石井 秋山
堀田 樋口 八木 下澤 続 龍崎 近藤 山里 堤 柄沢 土井 八木 釆見 城所 白鳥 湯原

51 71
瀧口 山口 池田 堀田 増田 蛭川 田口 伊藤(広) 土橋 伊藤 赤窄 岩渕 桶谷 金子 池永 代田
古川 伊藤(隼) 芦田 深澤 石崎 宇藤 林 矢島 東出 比護 出淵 陶山 中島 小林 河西 横尾

52 73
中山 武内 中嶋 山口 吉浜 杉本 渡邊 植松 塩谷 渋谷 嶺田 本郷 西山 斉藤 桧山 佐治
楯 中村 鈴木 松田 渋谷 菅 長澤 野本 山本 坂口 吉田 中沢 田中 国岡

53 74
堀 築地 渡辺 岩佐 乳井 草間 河野 松邑 松澤 細谷 山田 佐伯 宇津 奥田 上野 木代

小山 原田 寺崎 奈良 岡出 引野 川嶋 若林 早川 石渡 高野 妻鹿 寺平 江口 永村 木下

54 75
橋本 田中 石川 土田 倉本 桑島 望月 小金井 長谷 中沢 勝倉 山本 林 宮崎 津崎 土谷
斉藤 坂口 田中 佐藤 鈴木 内山 高橋 鈴木 廣瀬

55 76
森 直井 岩城 長谷川 清水 室町 黒沢 野上 森田 生沼 小幡 喜納 古谷 中谷 安田 堀切

鴨田 根本 徳永 大島 末吉 古川 白瀬 泉澤 島田 稲田 大村 田村 稲垣 小野 大城 伊藤

56 77
石川 石渡 有野 柏野 佐藤 森本 飯田 霜田 志賀 田中（秀） 田辺 田島 竹花 稲岡 森 神村
和久津 庄山 内田 神田 中村 田中（照） 赤沼 橋本 建部

57 78
西條 田中 渡邉 長島 関 阿部 中村 金子 近藤 赤土 藤田 蒲生 久保 飯沼 新川 錦織
竹内 佐藤 田柳 小松 中村 佐久間 長代 藤堂 松本 伊東 前田 阿部 戸塚 西野 田中

58 79
鈴木（雄） 井片 茂出木 鈴木（信） 中村 森 中島 福本 山内 木下（真） 本多 石黒 梅木 今川 鍛冶屋 小林
大内 中谷 上村 石井 半田 山田 中尾 山口 平野 東野 畑中 木下（直）

59 80
髙木 鈴木 徳海 権田 河原 大下 吉原 山本 菱沼 石渡 平塚 宮下 林 野村 千葉 斉藤

豊田 福田 今出川 稲葉 竹下 濱中

60
飯沼 本間 高塚 安達 瀬沼 武石 宮下 古賀
杉浦 高橋 西條 春山 小山 鈴木 滝野 飯島

瀬谷グリーンＴＣ GODAIテニスカレッジ白楽(YTCトーナメント)

野村総合研究所

YSC

三ツ沢ＴＣ（Ａ） とつかＴＣ（ARASHI）

あざみ野LTC（ＡＬTCPC） 日立ソリューションズ

日立JTE

朝練会 （朝練部）

サンブリッジＴＣ本郷台（サン） 関東ＴＣ （チームH）

10 FIELD TS

市役所Ｔ部 東芝京浜テニス部

末安テニスアカデミー ＹＩＴＣ

新横浜ＰＨＩＴＣ（A） KSC天王町（つのだデンタルクリニック）

MIRAI TENNIS ACADEMY（虎）

Ｔプラザ戸塚 （ 燃える闘魂） 

AGC庭球倶楽部 橘テニスアカデミー

HCKS 図研

ポーチ（Z)

GODAIテニスカレッジ白楽　ZERO NTTデータMSE

ラック港南台TG（B） メガロス綱島（オールメガ綱アドバンス）

保土ヶ谷MDR サンブリッジＴＣ本郷台（鬼リリーズ）

一般男子の部出場者名（２／２）

Vamos Team Coke

ポーチ（ブルーブラック） 日立ソフト硬式テニス部

とつかＴＣ（ＯＳ）

メガロス横濱（ゼルコバ） 亀の甲山 TC(B)


	一般男子 (6_5改)

