
：キャプテン ：キャプテン

1 1
河埜 中嶋 多屋 山本 小林 糸桜 子島 片倉 金子 山田（小） 中崎 山田（環）
桜井 谷口 笹島 黒住 宇佐川 田中 村居 橋本 阿部 畑佐

2 2
益田 脇本 桑島 前田 松田 江口 鷲見 益田 鈴木 池田 花田 相澤

良知

3 3
市川 山下 糸洲 平田 斉藤 岩澤 高須賀 小林（か） 水川 中島 嶋村 小林（邦）
二見 小野里 鈴木 西村 富山 花山 東

4 4
芝田 浅野 大谷 渋谷 田嶋 山田 細野 大原 前川 布施 十河 藤澤
倉持 足立 石崎

5 5
梶浦 高山 土井 長谷川（貞） 長谷川（芳） 崎村
篠崎 田内

6 6
松本 須賀 三井 近藤 牧田 崎浦 佐藤 山内 野口 鈴木 広野 飯岡

為我井 板倉 福島 富永 松原 貝谷

7 7
関口 東方 飛田 長谷川 岩瀬 児島 横田 守口 海野 田原 武衛 白井
土屋 石川 八木下 諏訪 難波 宮内 角谷 橋本 福田 仁木

8 8
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

9 9
松田 渡辺 竹下 利根川 米田 伏見 四方田 高山 芦川 松野 篠崎 林
福多 稲波 東 桃井 桜井 安藤

10 10
田附 三枝 竹田 近藤 加賀 小島 阿部 中山 福山 田中 渡辺 中野
宮本 大湖 大石

11 11
谷澤 横山 宮本 谷地 安齋 秦野
権守 吉原 関口

12 12
磯部 斉藤 馬込 久保 市川 佐川 石田 伊藤 榎本 大串 亀井 小林
高橋 浜田 中塩 柴田 立原 田代 富田 十河 屋敷

13
一條 山本 笠原 小川 宇野 小島
古川 永島 岸上 山下 松田

14
石井 吉原 野口 池田 岡崎 藤野
飯沼 本間 大西 能沢 鈴木

15
伊藤 宮上 松村 藤本 橋山 丸田
脇 金井

16
吉村 斎場 山内 倉田 坂間 足立

石井（明） 石井（日）

17
中川 矢吹 長谷川 江口 水谷 友竹
清川 山根 細田 猪狩

18
髙橋 草野 内藤 藤間 原田 松田
大嶋 森 小西 横溝 浜村

19
小松 高橋（ｱｷﾗ） 小杉 加藤 会田 高橋（ﾄｼ）
池田 蛯名 前田

20
紀野 福田 宮島 澁谷 笹木 高柳
松田 小菅 生稲 加藤 久保田 清水

21
芳賀 中嶋 猪狩 諏訪 近藤 大林
池上 阿部 妹尾 内田 池永

22
扇屋 篠村 福田 大塚 橋本 荒巻
矢頭 中崎 三宅 内山 瀬戸

23
鈴木（克） 木村 小沼 飯室 横山 細野

小野 鈴木（義） 二井原

24
柴田 奈良 田中 古屋 和田 木部
菊池 坂上

25
石川 矢田部 山本 上谷 小林 川田
瓦井 池田 前田 北島

26
佐野 大木 垣原 古川 三田 林
落合 市川

シニア男子の部出場者名 シニア女子の部出場者名

横浜ガーデンTC YSC（ひまわり）

10 FIELD TS とつかTC（すみちゃんズ）

関東TC（I） 横浜ガーデンTC

GODAIテニスカレッジ港北（Club H) ユニークス本牧（まろん）

ITC（小次郎）
Bye

鶴見TG ケンウッドTC（ジュエルズ2014）

亀の甲TC（B） 杉田ゴルフ場Tコート（ﾁｰﾑ　Wednesday)

金港TC(A）
Bye

Tプラザ戸塚（クレッシェンドA） GODAIテニスカレッジ白楽

希望ヶ丘TC Tプラザ戸塚（グッジョブ！）

瀬谷グリーンTC（B)
Bye

東戸塚松原TS（ガンガン） YSC（カサブランカ）

BASFジャパン（BASF)

Tプラザ戸塚（クレッシェンドB）

ケンウッドTC（A）

とつかTC（ヨシムJAPAN！）

IHSM　レニックス（A）

都岡TG（都岡朝練会）

東京ガス神奈川（ｵｰﾊﾞｰﾈｯﾄ）

亀の甲TC（A）

エバーグリーンTF横浜（4エバーヤング）

瀬谷グリーンTC(A)

亀の甲TC（C）

金港TC（B）

ケンウッドTC（B）

Y球会（シニア）


