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：キャプテン

1 17
清家 髙木 上田 中川 伊東 森下 野々村 井口 相原 鈴木
井野 金子 白川 山川 甲斐 加藤 大曲 西村 松田 硎野

2 18
南雲（明） 萩原 剱物 柳 青山 佐藤（順） 木村 秋山 川口 佐藤（春）

山田 南雲（か） 南雲（睦） 小島

3 19
寺川 寺原 三宅 峯岸 髙橋 高塚 本間 古賀 櫻庭 山田
宮内 冨澤 菊池 濵名 秋山

4 20
佐治 鈴木 杉山 小谷中 市川 佐治 入澤 大田 杉本 西城
平井 三浦 宮崎 中山 鈴木 猪森

5 21
小林（博） 川島（薫） 邨井 坂本 粟谷 広木 朝長 嵯峨野 村上 幸松
小林（春） 長井 長縄 川島（美） 三輪 宮 森野 下田 藤川

6 22
島崎 空 古島 白井 村上 麻生 大野木 関 高木 錦織

津留崎 幕田

7 23
細谷 岡 関川 高草 宇藤 澤村 鈴木 市橋 中村 三浦
尾脇 小川 杉本 中野 小北 山仲

8 24
西間木 小野澤 今井 高濱 田中 鈴木 橋本 天野 横川 神田
内山 有泉 酒井 寺田 森 上山 野宮

9 25
加藤 北原 小林 土屋 土谷 徳冨 前橋 岡田 江端 川上
内藤 山野 岸宗 中村 渡辺 小橋 高城 藤澤

10 26
宮本 祖父江 島袋 岩本 村田 野本 永井 甘糟 横山 岡田
三宅 倉持

11 27
池辺 牧野 稲川 清野 山本 飯沼 上島 大松澤 小松 藤野
葛生 河村 高山 吉廣 室橋 山内

12 28
東方（久） 宮本 児島 大塚 東方（恵） 野口 大澤 五月女 渡辺 水川
小宮山 田代 鈴木 斎木 東

13 29
椎谷 役川 坂井 後藤 原田 佐藤（啓） 釆見 若林 鈴木（晶） 太口
仙田 石上 山澤 田中 早﨑 吉田 佐藤（光） 鈴木（博）

14 30
板倉 竹内 名嘉 松川 力徳 青木 安東 板垣 植田 谷
伊藤 中谷 鶴久

15 31
加藤 三宅 千葉 篠原 海江田 宮原 山谷 遠藤 高久 清水
中嶋 田中 海藤 望月 青木 富田 堀岡 岡崎

16 32
大久保 河野 大友 鈴木 石井 村瀬 中村 富山 佐藤 船津

山本（節） 山本（晶） 畑中 竹村 大野 井上 佐分利 小林

横浜ガーデンＴＣ

八景インドアテニスクラブ（HAKKEI）

Ｔプラザ戸塚 （ｷﾞﾘｷﾞﾘｼｽﾀｰｽﾞ）

亀の甲山TC（ひまわり）

横浜市役所テニス部

塩見塾

サンブリッジＴＣ本郷台 （ﾌﾚｯｼｭ　ﾘﾘｰｽﾞ）

下川井ＴＣ（アクアマリン）

神奈川県庁硬式テニス部

Ｔプラザ戸塚（ゴールドリング）

エバーグリーンＴＦ横浜（EGG）

六角橋庭球倶楽部

亀の甲山TC（サンデー）

ITC  星組

SCザバス　金沢八景

メガロス横濱 （オールメガロス）

横浜グリーンＴＣ

TAS

本郷台テニス同好会

TGレニックス（パセリ）

下川井TC（ピンクパール）

日立ソリューションズ

ポーチ（サラブレッド）

一般女子の部出場者名

横浜PHITC（パンダコパンダ）

MIRAI TENNIS ACADEMY （華）

Ｔｅａｍ　Ｃｏｋｅ

Vamos

YSC

 エバーグリーンＴＦ横浜（エバーグリーンピュア）

テニスプラザ戸塚

YITC

ポーチ（うさぎ）


	一般女子

