
1⽉8⽇

1R 3.湘南ローンTC 4-3 4.中央林間TC

男⼦ 林 武彦 鈴⽊ 照雄

65歳以上 ⼩林勇次郎 菅  隆雄

⼥⼦ ⼩林 淳⼦ 碓井 紀⼦

55歳以上 ⾼橋 圭⼦ ⽥町 裕⼦

男⼦ 上村 ⾠夫 ⼭⽥ 幸輝

55歳以上 原⽥ 浩次 三浦 宏朗

⼥⼦ 佐々⽊美⾹ 菊池めぐみ

45歳以上 伊藤 朋美 忍⾜めぐみ

男⼦ 福岡 哲哉 ⻄辻  基

45歳以上 井上  俊 折井  進

⼥⼦ ⼩林 美幸 ⾼橋 和泉

フリー 若⼭ 仁美 藤本 智恵

男⼦ 今井 烈史 松浦 勝史

フリー 久保⽥陽⽴ ⼤塚 直隆

1⽉9⽇ 1⽉8⽇

2R 1.鎌倉宮カントリーTC 6-1 3.湘南ローンTC 2R 5.新厚⽊TC 5-2 8.湘南ハンドレッドTC

男⼦ 安福 哲男 林 武彦 男⼦ 相原 哲夫 吉武耕⼀郎

65歳以上 加藤 義明 ⼩林勇次郎 65歳以上 原⼝ 貴史 ⽥村  正

⼥⼦ 上村 久⼦ 9-8 ⼩林 淳⼦ ⼥⼦ 柿平みのり 藤⽥ 尚⼦

55歳以上 古屋由美⼦ (5) ⾼橋 圭⼦ 55歳以上 半⽥紅実⼦ 杉本はるひ

男⼦ 吉川 剛志 上村 ⾠夫 男⼦ ⾨⽥  隆 横枕 誠治

55歳以上 関本 雄樹 原⽥ 浩次 55歳以上 萩原 公康 ⼭崎 直⼈

⼥⼦ ⼟屋 美帆 9-8 佐々⽊美⾹ ⼥⼦ 清家⿇理⼦ 沢⽬奈津⼦

45歳以上 太⽥ 奈穂 (5) 佐藤真紀⼦ 45歳以上 ⽊次  桜 桜井 茂美

男⼦ ⾚松  理 福岡 哲哉 男⼦ ⽜久保隆史 図師 信彦

45歳以上 清⽔ 久敬 井上  俊 45歳以上 ⽼松 宣裕 ⼤久保 淳

⼥⼦ 三浦早英⼦ ⼩林 美幸 ⼥⼦ 井野由佳⼦ 柳原 順⼦

フリー ⼭内 紀⼦ 若⼭ 仁美 フリー 早坂  恵 ⻫藤みゆき

男⼦ ⻑⽥ 直樹 下村 貴史 男⼦ 荻野 真也 野⽥ 和則

フリー 三浦 央義 久保⽥陽⽴ フリー 柄沢 庄⼀ 嶋村 昌治

2R 9.寒川ローンTC 2-5 12.横浜ガーデンTC 2R 13.百合ヶ丘ファミリーTC 3-4 16.miyata.net

男⼦ 鈴⽊ 猛雄 横瀬 弘幸 男⼦ 多屋 幸夫 堀井 伸⼀

65歳以上 佐藤  均 ⽥中 利明 65歳以上 横⼭ ⼀岳 ⻄  洋三

⼥⼦ 井上 美恵 鈴⽊裕美⼦ ⼥⼦ 浅沼 栄⼦ 橋本 優⼦

55歳以上 熊⾕ ⼩⾥ 中村 律⼦ 55歳以上 ⼯藤 美穂 河村 直⼦

男⼦ 笠間信⼀郎 彼島雄⼀郎 男⼦ ⾕⼝ 俊⼀ ⼩島 輝彦

55歳以上 原⽥ 光治 ⽮野 克彦 55歳以上 鎌⽅ 智得 佐々⽊ 努

⼥⼦ ⽯井 満穂 林 あけみ ⼥⼦ 吉垣 紀⼦ 杉⼭ 美佳

45歳以上 ⻄井 ⿇美 明⽯⿇⾐⼦ 45歳以上 髙橋 裕⼦ 吉川 真理

男⼦ 阪⼝  洋 勝間  豊 男⼦ ⼸⽥  悟 岡本 賢太

45歳以上 ⻄岡 康裕 脇⾕ 浩司 45歳以上 ⽔野康太郎 薄井 俊久

⼥⼦ ⻑⽥裕⾹⼦ 柳沼 美央 ⼥⼦ ⻑澤 千明 加藤 希以

フリー 落合 彩⼦ ⼩林亜沙美 フリー 春⼭ 志歩 ⼭本 菜奈

男⼦ 永⽥ 和輝 江藤 史雄 男⼦ ⼤久保俊治 野村 雄登

フリー 鈴⽊ 悠太 坂⽥  聡 フリー ⻑澤  亮 岡本 ⼤樹
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2R 17.鎌倉ローンTC 5-2 20.テニスガーデンれニックス 2R 21.湘南ファミリーTC 1-6 24.横須賀ダイヤランドTC

男⼦ 宮川 智幸 岡部 繁 男⼦ ⼭科  律 奈良  益

65歳以上 関  好伸 池⽥ 正道 65歳以上 笠原 良⼀ 浅葉  誠

⼥⼦ 橋⼝ 客⼦ 吉崎 友⼦ ⼥⼦ ⿃⾕部 薫 鈴⽊ 聡⼦

55歳以上 加藤真優美 ⼤野⽊和⼦ 55歳以上 伊達佳代⼦ ⼭下 美貴

男⼦ 仲村 裕之 楯⾕信⼀郎 男⼦ ⼤野 健⼆ 紺⽥ 秀⼀

55歳以上 ⽮部 伸⼀ 中川 千寿 55歳以上 江原 光⼆ 菅沼 憲⼈

⼥⼦ 茂呂 裕⼦ ⽊村 喜⼦ ⼥⼦ 新井 和美 ⼭村 恵⼦

45歳以上 ⼟屋 ⽂⼦ ⼩野澤涼⼦ 45歳以上 杉本 恭⼦ 酒井実名⼦

男⼦ 平野    剛 布川 直樹 男⼦ 吉岡 誠司 沖川  平

45歳以上 内⼭ 浩⼀ 宮   桂 45歳以上 檜津 健司 宇賀神浩祐

⼥⼦ 平野 聡美 ⼆ノ宮沙悟 ⼥⼦ 檜津 千波 ⼭本 紋⼦

フリー 加賀美めぐみ 内藤 亜美 フリー 濱⽥真由美 ⼩磯 由貴

男⼦ 仲村 憲⼈ 井上 創太 男⼦ 濱⽥ 明男 神⾕ 隆史

フリー 中野 ⽂雄 遠藤 憲利 フリー 宮嶋 ⼤河 ⾼橋誉志彦

2R 25.湘南平TC 5-2 28.YITC 2R 29.Team One Point 0-7 32.相模原グリーンTC

男⼦ 中村 千⾥ 秋沢 正康 男⼦ ⽻⾓ 芳郎 ⼊岡 ⼀吉

65歳以上 ⼩倉 春男 ｶﾝチェーﾐ ｴﾝｿﾞ 65歳以上 ⽯本 昇 下深迫 健

⼥⼦ 野崎 映⼦ 佐藤千賀⼦ ⼥⼦ 加藤 千枝⼦ 向井 昌⼦

55歳以上 ⽥川 喜⼦ 野崎真理⼦ 55歳以上 ⼩⽥ 智⼦ 東⽅真実⼦

男⼦ 原  俊清 ⼤⽯ 敏晴 男⼦ ⼤貫 潤 福本 哲

55歳以上 加藤 全孝 笹島  繁 55歳以上 内⽥ 裕司 向井 創

⼥⼦ ⼭⽥さちよ 猪森 正美 ⼥⼦ ⼩形阿津美 猪瀬依⾥⼦

45歳以上 原  葉⼦ 佐治 令⼦ 45歳以上 ⽶多眞理⼦ 萩⽣⽥亜友美

男⼦ ⾼⼭ 寛章 宮崎 康郎 男⼦ 瀬⼾ 義之 觧良 卓也

45歳以上 ⼩島 秀之 清⽔ ⼤輔 45歳以上 ⽶⽥ 寛之 渡邉 広次

⼥⼦ 守屋かなる 重富ゆかり ⼥⼦ 吉⽥ 知⾹ 椎⼭由紀⼦

フリー ⽟井 英美 ⻄城 ⾥美 フリー 南⾥ 裕美 久富 直⼦

男⼦ 内川 素良 松⼭ 裕紀 男⼦ ⻘⽊ 智史 ⽔⾕ 早雄

フリー 横地 ⼤樹 佐治 悠⽣ フリー ⻘柳 ⼤和 佐伯 叡⼀
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1⽉15⽇ 1⽉14⽇

QF 1.鎌倉宮カントリーTC 6-1 5.新厚⽊TC QF 12.横浜ガーデンTC 4-3 16.miyata.net

男⼦ 安福 哲男 松本 和明 男⼦ 横瀬 弘幸 堀井 伸⼀

65歳以上 加藤 義明 中原  茂 65歳以上 ⽥中 利明 ⻄  洋三

⼥⼦ 上村 久⼦ 吉⽥とも⼦ ⼥⼦ 鈴⽊裕美⼦ 橋本 優⼦

55歳以上 古屋由美⼦ 芹⼝奈津⼦ 55歳以上 中村 律⼦ 河村 直⼦

男⼦ 吉川 剛志 原⼝ 貴史 男⼦ 彼島雄⼀郎 ⼩島 輝彦

55歳以上 関本 雄樹 及川 昭裕 55歳以上 ⽮野 克彦 佐々⽊ 努

⼥⼦ ⼟屋 美帆 井野由佳⼦ ⼥⼦ ⼤野 美江 杉⼭ 美佳

45歳以上 太⽥ 奈穂 齋藤由⾥⼦ 45歳以上 明⽯⿇⾐⼦ 吉川 真理

男⼦ ⾚松  理 柏野  淳 男⼦ 勝間  豊 岡本 賢太

45歳以上 ⾼橋 茂雄 ⽼松 宣裕 45歳以上 三橋⻯太郎 ⽯井 雄太

⼥⼦ 三浦早英⼦ 清家⿇理⼦ ⼥⼦ 柳沼 未央 加藤 希以

フリー ⼭内 紀⼦ 早坂  恵 フリー ⼩林亜沙美 ⼭本 菜奈

男⼦ 清⽔ 久敬 ⽜久保隆史 男⼦ 江藤 史雄 野村 雄登

フリー 三浦 央義 柄沢 庄⼀ フリー 坂⽥  聡 岡本 ⼤樹

1⽉15⽇ 1⽉14⽇

QF 17.鎌倉ローンTC 3-4 24.横須賀ダイヤランドTC QF 25.湘南平TC 1-6 32.相模原グリーンTC

男⼦ 宮川 智幸 奈良  益 男⼦ 佐々⽊明彦 ⼊岡 ⼀吉

65歳以上 関  好伸 浅葉  誠 65歳以上 ⼩倉 春男 下深迫 健

⼥⼦ 橋⼝ 客⼦ 鈴⽊ 聡⼦ ⼥⼦ 野崎 映⼦ 向井 昌⼦

55歳以上 加藤真優美 ⼭下 美貴 55歳以上 守屋かなる 東⽅真実⼦

男⼦ 橋⼝ 健藏 紺⽥ 秀⼀ 男⼦ 原  俊清 福本 哲

55歳以上 ⽮部 伸⼀ 菅沼 憲⼈ 55歳以上 深⽥ 智昭 向井 創

⼥⼦ 茂呂 裕⼦ ⼭村 恵⼦ ⼥⼦ ⽟井 英美 猪瀬依⾥⼦

45歳以上 ⼟屋 ⽂⼦ 酒井実名⼦ 45歳以上 原  葉⼦ 萩⽣⽥亜友美

男⼦ 平野    剛 沖川  平 男⼦ 藤⽥  勝 觧良 卓也

45歳以上 中野 ⽂雄 宇賀神浩祐 45歳以上 ⼩島 秀之 吉⽥ 慎也

⼥⼦ 平野 聡美 ⼭本 紋⼦ ⼥⼦ ⼩浅 恵美 椎⼭由紀⼦

フリー 加賀美めぐみ ⼩磯 由貴 フリー 内川 洋⼦ 久富 直⼦

男⼦ 中村 憲⼈ 神⾕ 隆史 男⼦ 松好  寿 清⽔ 彰⼈

フリー ⽵内 悠太 ⾼橋誉志彦 フリー 今井  博 ⾏徳 陽介
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1⽉21⽇

SF 1.鎌倉宮カントリーTC 5-2 12.横浜ガーデンTC SF 24.横須賀ダイヤランドTC 5-2 32.相模原グリーンTC

男⼦ 安福 哲男 横瀬 弘幸 男⼦ 奈良  益 ⼊岡 ⼀吉

65歳以上 加藤 義明 ⽥中 利明 65歳以上 浅葉  誠 下深迫 健

⼥⼦ 上村 久⼦ 鈴⽊裕美⼦ ⼥⼦ 鈴⽊ 聡⼦ 向井 昌⼦

55歳以上 古屋由美⼦ 中村 律⼦ 55歳以上 横⽥ 聖⼦ 東⽅真実⼦

男⼦ 吉川 剛志 彼島雄⼀郎 男⼦ 紺⽥ 秀⼀ 福本 哲

55歳以上 関本 雄樹 ⽮野 克彦 55歳以上 菅沼 憲⼈ 向井 創

⼥⼦ ⼟屋 美帆 ⼤野 美江 ⼥⼦ ⼭村 恵⼦ 猪瀬依⾥⼦

45歳以上 太⽥ 奈穂 明⽯⿇⾐⼦ 45歳以上 酒井実名⼦ 萩⽣⽥亜友美

男⼦ ⾚松  理 勝間  豊 男⼦ ⽥中 雄⼀ 觧良 卓也

45歳以上 清⽔ 久敬 脇⾕ 浩司 45歳以上 宇賀神浩祐 渡邊 広次

⼥⼦ 三浦早英⼦ 柳沼 未央 ⼥⼦ ⼩磯 由貴 久富 直⼦

フリー ⼭内 紀⼦ ⼩林亜沙美 フリー ⼭⽥ 志織 星野 敬代

男⼦ 三浦 央義 江藤 史雄 男⼦ 神⾕ 隆史 清⽔ 彰⼈

フリー 森⽥誠⼀郎 坂⽥  聡 フリー ⾼橋誉志彦 ⾏徳 陽介

F 1.鎌倉宮カントリーTC 3-4 24.横須賀ダイヤランドTC

男⼦ 安福 哲男 奈良  益

65歳以上 加藤 義明 浅葉  誠

⼥⼦ 上村 久⼦ 鈴⽊ 聡⼦

55歳以上 古屋由美⼦ ⼭村 恵⼦

男⼦ 吉川 剛志 紺⽥ 秀⼀

55歳以上 関本 雄樹 菅沼 憲⼈

⼥⼦ ⼟屋 美帆 ⼭本 紋⼦

45歳以上 太⽥ 奈穂 酒井実名⼦

男⼦ ⾚松  理 ⽥中 雄⼀

45歳以上 清⽔ 久敬 宇賀神浩祐

⼥⼦ 三浦早英⼦ ⼩磯 由貴

フリー ⼭内 紀⼦ ⼭⽥ 志織

男⼦ 三浦 央義 神⾕ 隆史

フリー 森⽥誠⼀郎 ⾼橋誉志彦
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