
男子A級
C　　B
級　級

B　　C
級　級

1 伊藤 奥津 相模クラブ 2 29 斎藤 小野澤 相模クラブ

2 岸浪 加藤 三菱重工相模原 0 0 30 浅野 柿澤 城山連合会

3 有馬 新田 城山連合会 2 32 深澤 楠本 きりとも 2 31 石原 安藤 けやきク・市役所

4 城戸 日下 三菱重工相模原 2 32 深澤 楠本 きりとも

5 岩崎 柳川 相模原市役所 3 2 3 33 安藤 三原 ＪＯＨＮＮＹ’Ｓ

6 三浦 渡辺 北相ク・けやきク 0 3 1 34 有馬 秋山 太陽クラブ

7 杉田 三科 たちばなクラブ 35 飯沢 溝渕 上智大学

8  今野 沼田 K&J 2 0 36 佐々木 石森 城山連合会

9 山田 黒坂 たちばなクラブ 2 1 37 藤猪 山元 たちばなクラブ

10 池谷 飯田 上智大学 0 3 38  山崎 宮本 K&J

11 一戸 永井 相模クラブ 1 39 佐藤 菅野 城山連合会

12 中田 柴山 城山連合会 0 1 3 1 1 40 .阿部 中村 相模湖クラブ・城山クラブ

13 義経 正木 きりとも 1 41 小林 長田 城山クラブ

14 小林 千村 上智大学 3 2 42 安藤 丸山 北相ソフトテニスクラブ

15 松岡 伊藤 上溝中OB 0 3 43 原 林 相模クラブ

16 菅原 前田 城山クラブ

17 中島 前田 ジャビットクラブ 44 堀口 佐々木 相模クラブ

18 寺谷 村上 たちばなクラブ 1 0 2 45  井上 岩田 K&J

19  前田 中村 K&J 1 2 0 46 降矢 森山 城山連合会

20 関根 三宅 城山連合会 0 47 坂本 菊池 北相ソフトテニスクラブ

21 国吉 山本 北相ソフトテニスクラブ 1 3 1 48 押野 武 ジャビットクラブ

22 小林 取違 きりとも 2 0 キ 49 伊東 稲田 たちばなクラブ

23 大場 志賀 たちばなクラブ 1 1 2 50  田辺 小山 K&J

24 家崎 高野 上智大学 3 51 細田 小山 城山連合会

25 高橋 寺川 城山連合会 0 キ 52 竹内 沼澤 上智大学

26 可児 川合 ＪＯＨＮＮＹ’Ｓ 3 3 53 瀧本 海老名 上溝中OB

27 大橋 吉田 城山連合会 1 1 54 澤 鈴木 城山連合会

28 進藤 森田 相模クラブ 55 岩渕 西尾 SCユース

2 56 北崎 阿部 三菱重工相模原

市長杯争奪大会

平成２５年７月７日（日）横山公園テニス場於

主催：相模原市ソフトテニス協会



男子B級

1 伊藤 中川 相模クラブ 1 29 斎藤 小野澤 相模クラブ

2 岸浪 加藤 三菱重工相模原 2 30 浅野 柿澤 城山連合会

3 有馬 新田 城山連合会 19 前田 中村 K&J 31 石原 安藤 けやきク・市役所

4 城戸 日下 三菱重工相模原 32 深澤 楠本 きりとも

5 岩崎 柳川 相模原市役所 2 3 33 安藤 三原 ＪＯＨＮＮＹ’Ｓ

6 三浦 渡辺 北相ク・けやきク 34 有馬 秋山 太陽クラブ

7 杉田 三科 たちばなクラブ 0 2 35 飯沢 溝渕 上智大学

8  今野沼田 K&J 36 佐々木 石森 城山連合会

9 山田 黒坂 たちばなクラブ 37 藤猪 山元 たちばなクラブ

10 池谷 飯田 上智大学 38  山崎 宮本 K&J

11 一戸 永井 相模クラブ 3 1 0 39 佐藤 菅野 城山連合会

12 中田 柴山 城山連合会 40 .阿部 中村 相模湖クラブ・城山クラブ

13 義経 正木 きりとも 41 小林 長田 城山クラブ

14 小林 千村 上智大学 1 42 安藤 丸山 北相ソフトテニスクラブ

15 松岡 伊藤 上溝中OB 43 原 林 相模クラブ

16 菅原 前田 城山クラブ 3

17 中島 前田 ジャビットクラブ 44 堀口 佐々木 相模クラブ

18 寺谷 村上 たちばなクラブ 45  井上 岩田 K&J

19 前田 中村 K&J 1 　 46 降矢 森山 城山連合会

20 関根 三宅 城山連合会 1 47 坂本 菊池 北相ソフトテニスクラブ

21 国吉 山本 北相ソフトテニスクラブ 48 鈴木 武 ジャビットクラブ

22 小林 取違 きりとも 49 伊東 稲田 たちばなクラブ

23 大場 志賀 たちばなクラブ 50  田辺 小山 K&J

24 家崎 高野 上智大学 1 51 細田 小山 城山連合会

25 高橋 寺川 城山連合会 2 52 竹内 沼澤 上智大学

26 可児 川合 ＪＯＨＮＮＹ’Ｓ 2 53 瀧本 海老名 上溝中OB

27 大橋 吉田 城山連合会 54 澤 鈴木 城山連合会

28 進藤 森田 相模クラブ 55 岩渕 西尾 SCユース

56 北崎 阿部 三菱重工相模原

市長杯争奪大会
主催：相模原市ソフトテニス協会

平成２５年７月７日（日）横山公園テニス場於



男子C級

2 岸浪 加藤 三菱重工相模原 2 3 30 浅野 柿澤 城山連合会

3 有馬 新田 城山連合会 14 小林 千村 上智大学 31 石原 安藤 けやきク・市役所

4 城戸 日下 三菱重工相模原 0

5 岩崎 柳川 相模原市役所 3 33 安藤 三原 ＪＯＨＮＮＹ’Ｓ

6 三浦 渡辺 北相ク・けやきク 3 34 有馬 秋山 太陽クラブ

7 杉田 三科 たちばなクラブ 3 35 飯沢 溝渕 上智大学

36 佐々木 石森 城山連合会

9 田畑 黒坂 たちばなクラブ

10 池谷 飯田 上智大学 1

11 一戸 永井 相模クラブ 3 1 39 佐藤 菅野 城山連合会

12 中田 柴山 城山連合会 40 .阿部 中村 相模湖クラブ・城山クラブ

2 41 小林 長田 城山クラブ

14 小林 千村 上智大学 42 安藤 丸山 北相ソフトテニスクラブ

15 松岡 伊藤 上溝中OB 3

18 寺谷 村上 たちばなクラブ 45  井上 岩田 K&J

19  前田中村 K&J 46 降矢 森山 城山連合会

20 関根 三宅 城山連合会 0 47 坂本 菊池 北相ソフトテニスクラブ

21 国吉 山本 北相ソフトテニスクラブ 2 2 48 鈴木 武 ジャビットクラブ

50  田辺 小山 K&J

24 家崎 高野 上智大学 1 51 細田 小山 城山連合会

25 高橋 寺川 城山連合会 0 2 52 竹内 沼澤 上智大学

26 可児 川合 ＪＯＨＮＮＹ’Ｓ 1 53 瀧本 海老名 上溝中OB

27 大橋 吉田 城山連合会 54 澤 鈴木 城山連合会

55 岩渕 西尾 SCユース

市長杯争奪大会
主催：相模原市ソフトテニス協会

平成２５年７月７日（日）横山公園テニス場於



女子A級
C　　B
級　級

B　　C
級　級

1 小野 門倉 あじさいクラブ 1.小野・門倉 16 赤澤 加藤 ジャビットクラブ・三菱重工相模原

2 渡部 村上 太陽クラブ 1 あじさいクラブ 2 17 佐藤 中島 SCユース

3 高田 岸本 碧クラブ 0 0 18 加藤 北村 碧クラブ・あじさい

4 矢澤 松見 きりとも 1 0 19 山崎 藤村 太陽クラブ・あじさいクラブ

5 関 栗山 たちばなクラブ 3 0 0 20 砂田 土屋 碧クラブ

6 松下 石川 あじさいクラブ 2 21 村松 西倉 城山クラブ

7 能代 福田 たちばなクラブ 2 3 22 吉田 山口 太陽クラブ・あじさいクラブ

8 野中 日並 碧クラブ 1 0 23 矢部 吉崎 北相ソフトテニスクラブ

9 斉藤 宮下 あじさいクラブ 2 24 酒井 鯉渕 碧クラブ

10 秋山 大串 太陽クラブ 1 25 水野 江口 たちばなクラブ

11 須永 岡田 あじさいクラブ 1 3 0 26 宮下 二階堂 碧クラブ・城山

12 金井 井上 碧クラブ 1 1 27 松枝 大野 あじさいクラブ

13 明神 矢上 北相ソフトテニスクラブ 1 28 桂田 井上 城山連合会

14 大竹 橋目 碧クラブ 1 1 0 29 中村 逸見 碧クラブ・城山

15 滝澤 馬場 あじさいクラブ 30 多田 野口 (フリー)・あじさいクラブ

女子B級 秋山・大串

1 小野 門倉 あじさいクラブ 3 太陽クラブ2 16 赤澤 加藤 ジャビットクラブ・三菱重工相模原

2 渡部 村上 太陽クラブ 17 佐藤 中島 SCユース

3 高田 岸本 碧クラブ 2 18 加藤 北村 碧クラブ・あじさい

4 矢澤 松見 きりとも R 19 山崎 藤村 太陽クラブ・あじさいクラブ

5 関 栗山 たちばなクラブ 20 砂田 土屋 碧クラブ

6 松下 石川 あじさいクラブ 21 村松 西倉 城山クラブ

7 能代 福田 たちばなクラブ 22 吉田 山口 太陽クラブ・あじさいクラブ

8 野中 日並 碧クラブ 0 0 23 矢部 吉崎 北相ソフトテニスクラブ

9 斉藤 宮下 あじさいクラブ 24 酒井 鯉渕 碧クラブ

10 秋山 大串 太陽クラブ 25 水野 江口 たちばなクラブ

11 須永 岡田 あじさいクラブ 26 宮下 二階堂 碧クラブ・城山

12 金井 井上 碧クラブ 27 松枝 大野 あじさいクラブ

13 明神 矢上 北相ソフトテニスクラブ 28 桂田 井上 城山連合会

14 大竹 橋目 碧クラブ 1 29 中村 逸見 碧クラブ・城山

15 滝澤 馬場 あじさいクラブ 30 多田 野口 (フリー)・あじさいクラブ

女子C級 関・栗山

2 渡部 村上 太陽クラブ 0 たちばな 0 17 佐藤 中島 SCユース

3 高田 岸本 碧クラブ 18 加藤 北村 碧クラブ・あじさい

5 関 栗山 たちばなクラブ 19 山崎 藤村 太陽クラブ・あじさいクラブ

6 松下 石川 あじさいクラブ 20 砂田 土屋 碧クラブ

7 能代 福田 たちばなクラブ 1 23 矢部 吉崎 北相ソフトテニスクラブ

8 野中 日並 碧クラブ 24 酒井 鯉渕 碧クラブ

11 須永 岡田 あじさいクラブ 0 25 水野 江口 たちばなクラブ

12 金井 井上 碧クラブ 2 26 宮下 二階堂 碧クラブ・城山

13 明神 矢上 北相ソフトテニスクラブ 0 2 28 桂田 井上 城山連合会

14 大竹 橋目 碧クラブ 29 中村 逸見 碧クラブ・城山

市長杯争奪大会
平成２５年７月７日（日）横山公園テニス場於

平成２５年７月７日（日）横山公園テニス場於

主催：相模原市ソフトテニス協会


