
当選したチームは4/4（水）14:00までにエントリー費の振込みをお願いします。
振込が確認できなかった場合は次点のチームに出場権限を与えます。
振り込みは必ず１チームあたり１振込でお願いします。（複数チームをまとめて振り込まないでください）

一般男子初級単　（定員６、応募９、落選３） 男子３５才単　（定員６、応募５）
チーム名 代表者 チーム名 代表者

1 当選 星組 山崎雄二 1 当選 SSC木GG 八尾健史
2 当選 日本ギア 川端恵吾 2 当選 肉食系 柏木誠
3 当選 エコ・ツタージャ 藤原強 3 当選 北九連盟 板垣進哉
4 当選 心は２５歳 柏木誠 4 当選 男塾 田村一平
5 当選 ミッキー鈴木 大谷行慰 5 当選 トップガン2012 捧恵一
6 当選 宙組 中山伸二

次点 チーム　HIRO 筒井晴樹 男子４５才単　（定員６、応募９、落選３）
チーム名 代表者

一般男子中級単　（定員１８、応募２２、落選４） 1 当選 わがままＣ 持丸昌己
チーム名 代表者 2 当選 STELS発射３秒前 渡辺薫

1 当選 FCTBー 大竹将史 3 当選 EnvironMen 指簱博
2 当選 ボースパイン 宮坂孝範 4 当選 FKC45 奥貫徹
3 当選 テニプリ湘南・シニア 山下勝弥 5 当選 シダーズ023 藤野幹彦
4 当選 えばらサーティーワン 能登直彦 6 当選 ラウダA 岩見亮
5 当選 チーム・ハッタリくん 岩野晋一朗 次点 ジョウナンマイケル 今西幸市
6 当選 魚塾 山田英之
7 当選 チームキリハラ 鬼澤正男
8 当選 らいじんぐSAN 高橋弘純
9 当選 エコ・ゼクロム 藤原強

10 当選 I-Mark 折井望
11 当選 ミズノどろっぷ 鈴木智之
12 当選 柏木時代 柏木誠
13 当選 パブリックスターズ 宇野哲央
14 当選 FKC Team　S 田中一彦
15 当選 わがままＤ 中見光生
16 当選 ﾁｰﾑ PNY 福澤祐一郎
17 当選 羽鳥オールスターズ＋ 堀隆弘
18 当選 ななざとOB 影山泰人

次点 TKB 林晋也

一般男子上級単　（定員１２、応募８）
チーム名 代表者

1 当選 ポポポポ～ン２nd 山下勝弥
2 当選 シダーズB 長田岳海
3 当選 盛年隊Jr. 原邦和
4 当選 OAS 森岡隆介
5 当選 シダーズA 大川隆行
6 当選 オアースー 菅野紘平
7 当選 続・大人規格 元田智弘
8 当選 鬼組 榛葉太郎

一般女子単　（定員１２、応募１６、落選４）
チーム名 代表者

1 当選 くまくまお（養生中） 桜井茂美
2 当選 宴会三昧！？Ⅴ 水野陽子
3 当選 ジオン公園 山田久美子
4 当選 ドライブボレー 高城清香
5 当選 Team チョコ電 吉川真理
6 当選 フルーツサラダ 鈴木証子
7 当選 山村TC 前田美代
8 当選 チョコレート　マカロン 波多野千代子
9 当選 いちご大福 伊達佳代子

10 当選 くまくまお（急成長） 大森智美
11 当選 smile shot 荻野晃代
12 当選 シダーズ＠htm 櫻庭日登美

次点 飛びルネ 三田郁穂
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当選したチームは4/4（水）14:00までにエントリー費の振込みをお願いします。
振込が確認できなかった場合は次点のチームに出場権限を与えます。
振り込みは必ず１チームあたり１振込でお願いします。（複数チームをまとめて振り込まないでください）

一般男子初級複　（定員６、応募６） 女子５０才以上複　（定員６、応募４）
チーム名 代表者 チーム名 代表者

1 当選 上を向いて歩こう 柏木誠 1 当選 ドリームガールズ 田渕リイ子
2 当選 昼テニ 高橋弘純 2 当選 こぶたはなこ 中見妙子
3 当選 チーム将史 大谷行慰 3 当選 ＫＦＦ４８ 加藤理美子
4 当選 MUB 6 鍋田充俊 4 当選 ＫＳＢＢ－６ 森裕美
5 当選 あずびるぱみゅぱみゅ 中慎也
6 当選 宴会三昧！？Ⅰ 磯部哲男 男子５０才以上複　（定員６、応募２）

チーム名 代表者
一般男子中級複　（定員１２、応募２５、落選１３） 1 当選 ヤングハート 熱田清和

チーム名 代表者 2 当選 最下位脱出 西沢良夫
1 当選 ミズノすまっしゅ 鈴木智之
2 当選 パブリックスターズ 宇野哲央 男子６０才以上複　（定員６、応募５）
3 当選 残波 時田紀康 チーム名 代表者
4 当選 へっぴり腰 林晋也 1 当選 わがままB 中見光生
5 当選 SSCの風 伊藤篤志 2 当選 マヨワネード 目加田康雄
6 当選 わがままA 持丸昌己 3 当選 城南シックス 実川悟
7 当選 エコ・レシラム 藤原強 4 当選 ニューブリーズ 玉木誠二
8 当選 STELS発射1秒前 渡辺薫 5 当選 城南ロートルズ 佐藤吉久
9 当選 ジョウナン・マイケル 今西幸市

10 当選 ななざとOB 影山泰人 混合複　（定員２４、応募３２、落選８）
11 当選 バックボレーは丁寧に 柏木誠 チーム名 代表者
12 当選 STELS テルス 能登直彦 1 当選 わがままE 中見光生

次点 HGST E 有友秀樹 2 当選 ハンドスマイルズ 富田利道
3 当選 寄せ集め2012 千葉玲子

一般男子上級複　（定員１２、応募７） 4 当選 宴会三昧！？Ⅳ 磯部哲男
チーム名 代表者 5 当選 焼肉雲海 板垣進哉

1 当選 王牙 榛葉太郎 6 当選 城南ミックス 鈴木めぐみ
2 当選 OAS 森岡隆介 7 当選 リバーサイド 石田靖
3 当選 シダーズB 長田岳海 8 当選 荏原MIX 柏木誠
4 当選 ジェリービーン 柏木誠 9 当選 レッドカード 神前真紀男
5 当選 TEAM D 室町純也 10 当選 月組 山崎雄二
6 当選 シダーズA 大川隆行 11 当選 ミラクルMIXチーム 横井信一
7 当選 アップアップ 高瀬晃三 12 当選 Tiptops 大倉美砂子

13 当選 ヤギサンズ 深井泰雄
一般女子初級複　（定員６、応募１２、落選６） 14 当選 DREAM 湘南 右田順子

チーム名 代表者 15 当選 フォーティラブ 星野裕子
1 当選 マンゴープリン 小松原典子 16 当選 湘南YELL 杉本恭子
2 当選 ドラドラ 鈴木証子 17 当選 MADALA 森照夫
3 当選 ジオンダイ君 山田久美子 18 当選 ぴちぴちぴーち 田村一平
4 当選 満福友の会 大森智美 19 当選 チーム水曜テニス 佐藤雄司
5 当選 れもん組 松本悦子 20 当選 二升一林 内田雄
6 当選 湘南フェアリーズ 五十嵐和子 21 当選 チームあべちゃん 影山泰人

次点 アングリーバード 市川夕子 22 当選 エコ・ミジュマル 藤原強
23 当選 緑のたぬきーズ 大久保淳

一般女子中上級複　（定員６、応募７、落選１） 24 当選 美女とレフティーズ 丸山真一
チーム名 代表者 次点 RN&RF 土橋浩之

1 当選 さくらもち 伊達佳代子
2 当選 Smile Shot 荻野晃代
3 当選 Swing 小村方恭子
4 当選 緑のたぬきちゃんず 大久保麻子
5 当選 スピリッツ 杉本恭子
6 当選 寄せ集め2012 千葉玲子

次点 ドライブボレー 高城清香

第９回　藤沢テニスチーム対抗戦　抽選結果
（ダブルス）


