
：キャプテン

1 23
鈴木 森 神田 喜多 天野 広木 楠 小玉 森野 宮
酒井 橋本 寺田 中田 佐々木 武松 小野 田中 岩井

2 24
千葉 三宅 中嶋 砂原 篠原 重越 青木 古城 中山 笹田
田中 海江田 加藤 新井 北村 萬納寺 奥田 小倉

3 25
青山 小北 阿部 鈴木 市橋 石川 薮井 野田 新井 深井
西山 安永

4 26
鈴木 小谷中 佐治 平井 井上 牧野 池辺 安西 山本 稲川
大道 佐藤 高山

6 27
池谷 二ノ宮 池葉 五十嵐 安達 有泉 市川 内山(か) 内山(由) 高浜
神山 田中 長坂 西間木 長谷場

7 28
小林 真野 菅野 大津 川島 伊澤 森田 加賀美 東條 諸岡
池田 長井 三輪 島崎 山本 高橋 河野 木島 生藤

8 29
中井 瀬口 宮城 高祖 岩崎 尾脇 宇藤 園田 関川 高草
石川 武井 中崎 泉 小笠原 櫻庭 永持

9 30
板倉 沖 北上 清水 竹内 佐治 キム 西城 中山 吉野
名嘉 力徳 小菅 杉本 宮崎 鈴木 及能 入澤

10 31
古屋 荒木 河野 関本 小杉 石角 上村 加藤 北原 小林

大田原 杉山 井出 赤間 高倉 澤田 土屋 内藤 福田 山野

11 32
水川 富山 小林 今川 中村(律) 小椋 古川 林田 平岡 武田

中村(一) 宮澤 佐藤 斎藤 谷口 富田 竹内 榎本 山口

12 33
長縄 下田 邨井 岡田 吉岡 大久保 本間 宮内 古賀 峯岸
望月 殿塚 三好 渡邉 倉地 寺川 徳永 杉山

13 34
青木 菅原(良) 山越 鶴田 東出 大和田 児島 東方（久）東方（恵） 大塚

菅原(昌) 傘木 宮本 高木 小畑 石橋 水川

14 35
山本 竹村 寺原 三宅 武田 江草 金沢 倉持 山口 松場
阿藤 柴垣 高橋 吉田 石原 山中

15 36
宮原 谷 山谷(美) 青木 望月 髙木 上田 小林 奥津 山地
遠藤 山谷(彰) 高久 伴 清水 清家 河上 伊藤

16 37
飯沼 上島 大松澤 小松 藤野 徳冨 江端 岡田 長尾 三次
室橋 中村 鷲見 神山 岩下 久和

17 38
平田 今井 成田 米丸 飯野 高田 村上 東巻原 下鳥 朝長
畑佐 小野澤 藤崎 藤川 杉山 緒方 浅倉

18 39
青木 板垣 植田 大澤 鶴久 北出 佐伯 益田 森久保 本永
中川 中谷 深沢 眞田 馬場 江口 新井

19 40
加藤 間宮 鈴木 尾崎 久村 佐藤(順) 木村 小島 佐藤(春) 猪股
志摩 宮村 田所 萩原 澤本 北原 川口

20 41
吉廣 高梨 安田 葛生 原口 小倉 加瀬 高橋 宮内 田中
梶浦 増田 三橋 片山 佐藤 西澤

21 42
相原 阿部 大曲 片倉 鈴木 栗田 勝田 山口 森川 古川
西村 松田 村居 山田 加藤 西改 中嶌 長井 藤原

22
太田 石崎 橋詰 加藤 山口
中野 花輪 仲間 安達

ＴＥＡＭ Ｒ 華 ﾒｶﾞﾛｽ横濱（Let's Enjoy TY)

日立ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ

一般女子の部

Ｔｅａｍ　Ｃｏｋｅ ﾎﾟｰﾁ（パールホワイト）

横浜ｸﾞﾘｰﾝTC 野村総研

YITC

汐見台ＴＣ

ポーチ（オレンヂ） CUPS

下川井TC（アクアマリン） ＮＥＣｿﾌﾄ

ｳｴｽﾄ横浜ＴＣ

ﾎﾟｰﾁ　（ピンク） 下川井TC（ピンクパール）

ＩＴＣ．tc 星組

ﾌｧｲﾝＴＡ（横浜球’s） ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝＴF横浜 （kunyan）

ﾒｶﾞﾛｽ横濱（Let's Enjoy TB) 亀の甲山TC（ＳＣ）

ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝＴF横浜 （クールB) Ｔﾌﾟﾗｻﾞ戸塚 （チームDDS)

ｱｸｱ金沢八景　Ａ

横浜ｶﾞｰﾃﾞﾝTC

ﾒｶﾞﾛｽ横濱 （ﾒｶﾞﾛｽ神奈川）

関東庭球倶楽部（チームL）

ＩＴＣ．tc 花組 Team TLA

ＹＳＣ（ミルキー　クイーン） ﾒｶﾞﾛｽ横濱

ｱﾚｽﾏｲｽﾀｰ ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝTF横浜 （ﾋﾟｭｱ）

TAS

Ｔﾌﾟﾗｻﾞ戸塚 （ｷﾞﾘｷﾞﾘｼｽﾀｰｽﾞ） Vamos

塩見塾 三ツ沢ＴＣ

ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝTF横浜 （ﾌﾞﾙｰｳｰﾏﾝｽﾞ） ﾎﾟｰﾁ（レインボー）

ｻﾝﾌﾞﾘｯｼﾞTC本郷 （ﾌﾚｯｼｭ・ﾘﾘｰｽﾞ）
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