
：キャプテン ：キャプテン

1 1
市瀬 田中 園田 島田 川本 高柳 石崎 井本 岩里 小川 佐伯 田中
澁谷 田村 清水 黒岩 田村 吉崎 吉田 髙松

2 2
高橋(敏) 高橋(彰) 小松 前田 加藤 小杉 中田 諸江 岩井 浅川 鈴木(永) 奥田
会田 菊池 矢頭 鈴木(裕) 田中 皆川 服部 小林

3 3
渡部 安井 間淵 加藤 米谷 中井 山内 岡 細谷 村上 中山 竹山
森山 横田 佐野 三辺 脇野 林 樽石

4 4
北岡 井上 有本 松本 小幡 石井 境 望月 井上 安原 蜂谷 川島
藤崎 吉原 山崎 森屋 中野 武田

6 5
松田 利根川 東 桃井 福多 伏見 末木 十河 須藤 小林 上杉 平賀
鈴木 渡辺 佐野 形田 村松 大林

7 6
飛田 東方 三枝 三沢 白土 橋田 石井 高塚 河野 鈴木 矢部 大友
岸野 金森 竹中 金子 雉子牟田 大塚 宇賀神 今中

8 7
竹下 新井 岡村 栗林 糸田 桜井 永野 福山 中野 中山 大石 阿部

川久保 森田 蔵部 瀧口 渡辺 田中

9 8
小沼 飯室 小野 二井原細野(俊)細野(良) 石田 伊藤 亀井 榎本 大串 柴田
鈴木 横山 木村 梶原 田代 立原 富田 屋敷

10
板倉 高橋 河合 深沢 深田 増子

長谷川 北村 石崎 石渡 金沢 片柳

11
田中 春名 名児耶 高梨 豊田 秋澤(正)

秋澤(成) 入澤 小槻

12
長谷川 松田 蓜島 宮島 笹木 神崎
児島 福田 篠村 関口 片田 宮内

13
真船 池浦 長谷川 春田 佐藤 大木
岡田 西村 伊藤 下脇 鈴木 加藤

14
古屋 宮上 藤本 拓植 岡田 田中
増子 青木 近藤 金井

15
瀧上 加藤 廣田 深見 畑 持丸
井上 三河 杉山 福垣 近岡 松井

16
阿部 猪狩 芳賀 臼井 諏訪 近藤
中嶋 妹尾 佐藤 宮本 横山 小原

17
赤間 山田 小野里 竹田 大湖 芳賀
祐田 斉藤 平田 市川 岩澤 吉川

18
佐野 三田 古川 垣原 落合 笠松

諏訪 奥村

19
板倉 三井 松本 近藤 牧田 須賀
崎浦 富永 為我井 福島

20
小熊 池田 野口 岡崎 吉原 藤野

21
酒井 花島 井上 光田 河野 堀内

22
中嶋 多屋 山本 田中 小林 糸桜
江藤 河埜 谷口 笹島 野島 黒住

塚本Ｔｶﾚｯｼﾞ Ｔﾌﾟﾗｻﾞ戸塚 （はなみずき）

シニア男子の部 シニア女子の部

ﾗｯｸ港南台ＴG ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝTF横浜(笑婆～お達者笑女隊)

東京ｶﾞｽ神奈川 亀の甲山ＴＣ

Ｔﾌﾟﾗｻﾞ戸塚 （のんべーず） Ｔﾌﾟﾗｻﾞ戸塚 （マッスルハッスル）

金港TC（B) YSC （すっぱジューシー）

Ｔﾌﾟﾗｻﾞ戸塚（クレッシェンド（0 8 2）） 瀬谷ｸﾞﾘｰﾝＴＣ (瀬谷ゴールド）

ﾕﾆｰｸｽ本牧

亀の甲山ＴＣ （A）

瀬谷ｸﾞﾘｰﾝＴＣ　（シニア）

金港TC （A)

下川井TC（B) YSC （フレッシュジューシー）

ｹﾝｳｯﾄﾞTC （八・九会Jr)

あざみ野ＬＴＣ （アニシ組）

ＹＩＴＣ

下川井TC （ブラックスワン）

日揮

横浜ｶﾞｰﾃﾞﾝTC

亀の甲山ＴＣ （B）

希望が丘TC （レッドデビル）

鶴見ＴG

Ｔﾌﾟﾗｻﾞ戸塚 （クレッシェンド（0 2 3））

ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝTF横浜(4ｴﾊﾞｰﾔﾝｸﾞ)


