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：キャプテン

1 17TAS T C k1 17
清家 井野 山川 伊東 金子 神田 天野 橋本 鈴木 酒井

TAS Team Coke
清家 井野 山川 伊東 金子 神田 天野 橋本 鈴木 酒井
白川 小林 石井 荒木 髙木 中田 寺田 下村 高木白川 小林 石井 荒木 髙木 中田 寺田 下村 高木

2 18 亀の甲山TC（スマイリー）2 18
渡邊（朋） 河村 東 渡辺（み） 水川Bye

亀の甲山TC（スマイリ ）
渡邊（朋） 河村 東 渡辺（み） 水川

斎木 小畑 市川 和田 五月女
Bye

斎木 小畑 市川 和田 五月女

プラザ戸塚（ ｸ ﾞ ﾞ）3 19YITC Tプラザ戸塚（ﾓﾓｸﾛｰﾊﾞｰｽﾞ）
佐治 杉本 吉野 西城 猪森 濱名 高塚 古賀 本間（陽） 山田
金 宮崎 中山 鈴木 重富 櫻庭 本間（彩） 丸山

4 20エバーグリーンTF横浜（ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｭｱ） エバーグリーンTF横浜（ﾎﾞｰﾀﾞｰｽﾞ）4 20
佐藤（順） 木村 佐藤（春） 猪股 川口 有泉 内山 阿部 西間木 高濱

エバーグリーンTF横浜（ｴﾊ ｰｸ ﾘｰﾝﾋ ｭｱ） エバーグリーンTF横浜（ﾎ ｰﾀ ｰｽ ）
佐藤（順） 木村 佐藤（春） 猪股 川口 有泉 内山 阿部 西間木 高濱

北原 小島 小野澤 田中 清水 小林北原 小島 小野澤 田中 清水 小林

5 21Vamos 横浜ガーデンTC
江端 岡田 川上 小橋 根本 村瀬 中村 佐藤 船津 竹村

横浜 デ
江端 岡田 川上 小橋 根本 村瀬 中村 佐藤 船津 竹村
渡辺 森 前橋 吉岡 藤澤 大野 井上 小林 加藤 鶴田渡辺 森 前橋 吉岡 藤澤 大野 井上 小林 加藤 鶴田

6 22N t ll T i （すいか） ITC（星組）6 22
石川 佐藤 藪井 安永 新井 稲川 池辺 牧野 清野 葛生

Naturally Tennis（すいか） ITC（星組）
石川 佐藤 藪井 安永 新井 稲川 池辺 牧野 清野 葛生
深井 川 鈴木 高山 高梨 梶浦深井 石川 鈴木 高山 高梨 梶浦

7 23横浜グリーンTC7 23
山崎 千葉 三宅 篠原 海江田

横浜グリ ンTC
Bye山崎 千葉 三宅 篠原 海江田

花井 加藤
Bye

花井 加藤

ブ ジ 本郷 ﾞ 新横浜 ﾟ ﾀﾞ ﾟ ﾀﾞ 才8 24サンブリッジTC本郷（ﾌﾚｯｼｭ　ﾘﾘｰｽﾞ） 新横浜PHITC（ﾊﾟﾝﾀﾞｺﾊﾟﾝﾀﾞ二才）
宮原 高久 望月 青木 伴 役川 坂井 後藤 原田 仙田
谷 清水 佐藤 遠藤 古庄 石上 山澤 田中 早崎

9 25Tプラザ戸塚（ｷﾞﾘｷﾞﾘｼｽﾀ ｽﾞ） ザバスSC／金沢八景9 25
飯沼 山内 藤野 小松 大松澤 加藤 北原 小林 土谷 内藤

Tプラザ戸塚（ｷ ﾘｷ ﾘｼｽﾀｰｽ ） ザバスSC／金沢八景
飯沼 山内 藤野 小松 大松澤 加藤 北原 小林 土谷 内藤
上島 室橋 三浦 山野上島 室橋 三浦 山野

10 26三菱重工横浜（MJY) 下川井TC（アクアマリン）10 26
佐藤 鈴木 増山 中澤 藤原 石井 大友 河野 鈴木 竹村

三菱重 横浜（MJY) 下川井TC（アクアマリン）
佐藤 鈴木 増山 中澤 藤原 石井 大友 河野 鈴木 竹村
川畑 石橋 山本 大久保 斉藤 畑中 高畑川畑 石橋 山本 大久保 斉藤 畑中 高畑

RA S ACA （ A 華） ポ チ（うさぎ）11 27MIRAI TENNIS ACADEMY（TEAM華） ポーチ（うさぎ）
澤村 和田 市橋 鈴木 三浦 村上 幸松 臼倉 森野 宮
中村 中尾 小川 広木 朝長 藤川 長井 殿塚

12 28下川井TC（ピンクパール） エバーグリーンTF横浜（ｸｰﾙﾋﾞｭｰﾃｨ）12 28
寺川 冨澤 寺原 三宅 高橋 岩崎 中井 泉 高祖 成田

下川井TC（ピンクパ ル） エバ グリ ンTF横浜（ｸ ﾙﾋ ｭ ﾃｨ）
寺川 冨澤 寺原 三宅 高橋 岩崎 中井 泉 高祖 成田
峯岸 宮内 川嶋（由起子） 川嶋（由香） 佐々木 米丸 瀬口 武井 石川峯岸 宮内 川嶋（由起子） 川嶋（由香） 佐々木 米丸 瀬口 武井 石川

13 29日立戸塚T部 塩見塾
日下部 山本 加藤 川本 米倉 青木 板垣 植田 大澤 谷部 本 藤 本 米倉 青木 板 植 大澤 谷
長谷川 松田 鶴久 廣瀬 山内 安東長 松 鶴久 廣瀬 安東

14 30市役所T部 Tプラザ戸塚（どこでもｼｴﾝﾀ ｽﾞ）14 30
吉田 太口 若林 采見 鈴木（博） 岡 関川 細谷 高草 尾脇

市役所T部 Tプラザ戸塚（どこでもｼｴﾝﾀｰｽ ）
吉田 太口 若林 采見 鈴木（博） 岡 関川 細谷 高草 尾脇

鈴木（晶） 花折 佐藤 宇藤鈴木（晶） 花折 佐藤 宇藤

15 31三ツ沢TC15 31
横山 尾尻 山口 益田 藤原

三ツ沢TC
Bye横山 尾尻 山口 益田 藤原

林田 金山 磯崎 森久保 北出
Bye

林田 金山 磯崎 森久保 北出

ポ ブ ド16 32ポーチ（サラブレッド） YSC
小林 川島（薫） 坂本 粟谷 下田 相原 稲田 井上 加藤 鈴木
池田 長縄 川島（美） 三輪 東條 硎野 野々村 長谷川 平沼

1


