
：キャプテン ：キャプテン

1 1
河埜 中嶋 多屋 山本 小林 糸桜 石田 伊藤 大串 亀井 小林 鈴木
江藤 谷口 笹島 黒住 宇佐川 田中 柴田 田代 立原 十河 屋敷

2 3
畑 加藤 深見 福垣 杉山 三河 浅川 目黒 梅田 田中 藤元 奥田

森脇 近岡 持丸 潘 日影 矢頭

3 4
古屋 近藤 増子 柘植 岡田 和田 鷲見 鈴木 早川 西村 花田 相澤
田村 渋谷 正田 田中 青木 木部 池田 益田

4 5
木下 松田 坂倉 益田 前田 脇本 石崎 井上 井本 佐伯 推橋 田中

田村 吉崎 吉田 丸山 安田 髙松

5 7
鈴木（克） 木村 小沼 飯室 横山 細野 山内 溝口 佐藤（直） 野口 佐藤（智） 鈴木
小野 鈴木（義） 二井原 飯岡 貝谷

6 8
斉藤 高橋 佐川 吉田 松浦 中塩 松川 堀部 柿沼 三條場 横川 中村
久保 馬込 光田 磯部 加川 相原

7 9
福田 紀野 宮島 久保田 笹木 松田 水川 高須賀 小林（か） 中島 嶋村 加藤
諏訪 高柳 澁谷 小菅 加藤 鶴田 小林（邦） 田中 奥村 相澤 中村

9 12
田附 山田 芳賀 大湖 近藤 祐田 境 望月 井上 一ツ田 小林 蜂谷
小原 竹田 石井 北山 百瀬 武田

10 13
伊藤 金井 宮上 藤本 松村 佐藤 鈴木 気賀沢 小川 川嶋 森 山崎
丸田 阿部 川田 柴田 奈良 原

11 14
竹下 岡村 栗林 松田 関根 田内 福山 中野 中山 渡辺 田中 阿部
渡辺 近藤 利根川 桜井 鈴木 大石

12 16
中嶋 妹尾 池上 阿部 猪狩 池永 子島 片倉 金子 阿部 山田 中崎
諏訪 近藤 大林 芳賀 畑佐 村居 山田

13
真船 池浦 佐藤 春田 岡田 髙岡

長谷川 西村 大木 加藤 鈴木 下脇

14
横山 谷澤 谷地 安齋 宮本 秦野
蛯名 権守 吉原 今枝

15
崎浦 近藤 牧田 三井 為我井 橘田
須賀 板倉 福島 松本 松原

16
関口 東方 飛田 長谷川 岩瀬 田代
三宅 竹中 児島 神崎 四宮

18
板倉 高橋 長谷川 深澤 深田 増子
河合 北村 石崎

19
井上(憲) 吉原 田辺 石井 森屋 井上(啓)

松本 藤崎

20
扇屋 篠村 福田 大塚 橋本 清水
荒巻 矢頭 中崎 今辻 漆山

21
芝田 大谷 山田 浅野 渋谷 田嶋
倉持

22
吉村 倉田 斎場 山内 坂間 岡本
上田

23
高山 土井 梶浦 長谷川（芳） 長谷川（貞） 崎村
岡村 高橋 清野

24
佐野 垣原 三田 林 大木 落合
笠松 古川

希望が丘ＴＣ

ケンウッドTC（クレバー・ブン太）

Ｔプラザ戸塚 （クレッシェンドⅠ）

亀の甲山ＴＣ （B）

横浜ガーデンＴＣ

あざみ野ローンTC（カノープス）

10 FIELD TS

金港TC（B）

東戸塚松原テニススクール(すじがね君２号)

ケンウッドＴＣ （８・９会ジュニア)

YSC （フレッシュジューシー）

大塚TC

瀬谷グリーンTC（B）

金港TC（A）

テニスプラザ戸塚（マッスル・ハッスル）

瀬谷グリーンＴＣ（A）

亀の甲山TC（A）

シニア女子の部出場者名

YSC （すっぱジューシー）

亀の甲山ＴＣ（マウンテン・タートルズ）

とつかTC（すみちゃんズ）

エバーグリーンＴＦ横浜（お達者For Ever）

ケンウッドTC（ジュエルズ2013）

横浜ガーデンテニスクラブ

TGレニックス（Bamboo）

シニア男子の部出場者名

とつかＴＣ（ヨシムJapan！）

ITC（武蔵）

エバーグリーンＴＦ横浜（４エバーヤング８）

YSC （さわやかジューシー）

ユニークス本牧

下川井ＴＣ（B)

亀の甲山ＴＣ （C）

GODAIテニスカレッジ港北(横浜テニスカレッジ港北校)

鶴見テニスガーデン


