
加盟団体別名簿

団体 氏　　　名 性別
レベル

（初中級・上級）
レッスン

希望時間

毛利台TC 久住美朗 男 上級 午前
本厚木テニスクラブ 青木　規 男 上級 午後
本厚木テニスクラブ 山田　早苗 女 上級 午後

日立厚木 横田　智子 女 初中級 午前
日立厚木 井上　康子 女 初中級 午前
鳶尾TC 川口　基志 男 上級 午前
鳶尾TC 佐藤　つね子 女 上級 午前
鳶尾TC 右門　裕子 女 上級 午前
鳶尾TC 久原　立子 女 初中級 午前
鳶尾TC 早川　治徳 男 上級 午後
鳶尾TC 樽井　正博 男 初中級 午後
鳶尾TC 中林　實 男 初中級 午後

森の里ＴＣ 島貫　洋子 女 上級 午後
森の里ＴＣ 米田　友子 女 初中級 午後
新厚木ＴＣ 松下　亮一 男 上級 午前
新厚木ＴＣ 柳川　優子 女 上級 午後
ル・ジタン 半田　紅実子 女 上級 午前
ル・ジタン 鈴木　正美 男 上級 午後
リハビリ 青木　重陽 男 初中級 午後
リハビリ 永島　真弓 女 初中級 午後

リコー厚木 中村　誠 男 上級 午前
リコー厚木 鈴木　巧 男 上級 午後
宮の里TC 浜辺　暁子 女 初中級 午前
宮の里TC 梨木　径子 女 初中級 午前
宮の里TC 馬場　佳世乃 女 初中級 午前
宮の里TC 福岡　秀美 女 上級 午後

富士通厚木 成田 翔真 男 上級 午前
ネットイン 山内　義典 男 初中級 午前
ネットイン 川上  浩司 男 初中級 午後

チャンスＴＣ 糸川　航太 男 上級 午前
チャンスTC 今泉　久 男 上級 午前
チャンスＴＣ 本間　まき子 女 上級 午前
チャンスTC 佐藤　恵美 女 初中級 午後
ソニー厚木 折出　慎太郎 男 上級 午前
ソニー厚木 本庄　亮子 女 初中級 午前
ソニー厚木 伊藤　淳 男 上級 午後
ソニー厚木 古川　雄士 男 上級 午後
ソニー厚木 安藤　知子 女 上級 午後
ソニー厚木 伊藤　須美子 女 上級 午後
ソニー厚木 阿部　真理 女 上級 午後
ソニー厚木 園田　修治 男 初中級 午後
ソニー厚木 山岡　幸代 女 初中級 午後
ソニー厚木 玉木　綾 女 初中級 午後
スターTC 阿佐美　善久 男 上級 午前
スターTC 矢後 留美子 女 上級 午前
スターTC 饗庭 美佳子 女 初中級 午後
スターTC 高橋 良子 女 初中級 午後
サンTC 福　島　　陽　子 女 上級 午前
サンTC 草　柳　　正　俊 男 上級 午後
サンTC 上　泉　　良　子 女 上級 午後
アンリツ 松尾 茂 男 初中級 午前
アンリツ 石川 貴春 男 初中級 午前
アンリツ 和田尚樹 男 初中級 午前
アンリツ 和田任弘 男 初中級 午前
アンリツ 奥貫 徹 男 初中級 午後

アプローチTC 高橋　英樹 男 初中級 午前
アプローチTC 竹内　輝明 男 初中級 午前
アプローチTC 高橋　和子 女 初中級 午前
厚木市役所 飛鳥井　光治 男 上級 午後
厚木市役所 後藤　善明 男 上級 午後
アクティブTC 外山　美奈子 女 初中級 午前
アクティブTC 松本　美智留 女 初中級 午前
アクティブTC 大石　美代子 女 初中級 午前

TOP 久保英俊 男 上級 午後
TOP 久保晴美 女 初中級 午後

NTT R&D 山中　祥吾 男 初中級 午後
NTT R&D 橋本　大佑 男 初中級 午後

MATD 福永　真由美 女 初中級 午後
LTC 丸山　昌子 女 上級 午前
LTC 五十嵐　光子 女 上級 午前
HLTC 木頭　一男 男 上級 午前
HLTC 青山　京子 女 初中級 午前
HLTC 槇島　由姫代 女 初中級 午前
HLTC 青山　修子 女 上級 午後
HLTC 渡部　三起子 女 初中級 午後

FTC森の里 武田　一美 女 上級 午前
FTC森の里 蓑島　直美 女 上級 午前
FTC森の里 中村　敏一 男 上級 午後
FTC森の里 米山　美智子 女 初中級 午後



クラス別名簿

クラス 団体 氏　　　名 性別
レベル

（初中級・上級）
レッスン

希望時間

毛利台TC 久住美朗 男 上級 午前 ｻｰﾌﾞのﾄｽ
リコー厚木 中村　誠 男 上級 午前 サーブ、ボレー
富士通厚木 成田 翔真 男 上級 午前
チャンスＴＣ 糸川　航太 男 上級 午前 ボレー、ストローク
スターTC 阿佐美　善久 男 上級 午前

HLTC 木頭　一男 男 上級 午前 全般
新厚木ＴＣ 松下　亮一 男 上級 午前
鳶尾TC 川口　基志 男 上級 午前 ボレー・スマッシュ

ソニー厚木 折出　慎太郎 男 上級 午前 ストロークでの体の使い方
チャンスTC 今泉　久 男 上級 午前 ボレー、ストローク

鳶尾TC 佐藤　つね子 女 上級 午前 ボレー
ル・ジタン 半田　紅実子 女 上級 午前 サービス、バックハンド

チャンスＴＣ 本間　まき子 女 上級 午前 ボレー、ストローク
スターTC 矢後 留美子 女 上級 午前

LTC 丸山　昌子 女 上級 午前
LTC 五十嵐　光子 女 上級 午前

FTC森の里 武田　一美 女 上級 午前 すべて
FTC森の里 蓑島　直美 女 上級 午前 すべて

サンTC 福　島　　陽　子 女 上級 午前 ボレー
鳶尾TC 右門　裕子 女 上級 午前 フォアストローク・フォアボレー

ネットイン 山内　義典 男 初中級 午前 ボレー　※その他のショットも指導を希望
アンリツ 松尾 茂 男 初中級 午前 バックハンドストローク
アンリツ 石川 貴春 男 初中級 午前 フォアハンドストローク、ボレー

アプローチTC 高橋　英樹 男 初中級 午前 ストローク、ボレー、サーブ＆ダッシュ
アプローチTC 竹内　輝明 男 初中級 午前 ストローク、ボレー、サービス＆ダッシュ

アンリツ 和田尚樹 男 初中級 午前 ボレー（小学4年）
アンリツ 和田任弘 男 初中級 午前 バックハンドストローク、バックボレー

宮の里TC 浜辺　暁子 女 初中級 午前 ボレー
アクティブTC 外山　美奈子 女 初中級 午前 　ストローク
アクティブTC 松本　美智留 女 初中級 午前 　ストローク、ボレー

日立厚木 横田　智子 女 初中級 午前 ボレー
日立厚木 井上　康子 女 初中級 午前 ボレー
鳶尾TC 久原　立子 女 初中級 午前 ボレー

アプローチTC 高橋　和子 女 初中級 午前 上に同じ
宮の里TC 梨木　径子 女 初中級 午前
宮の里TC 馬場　佳世乃 女 初中級 午前

アクティブTC 大石　美代子 女 初中級 午前 ストローク
HLTC 青山　京子 女 初中級 午前 サーブ、バックハンドストローク
HLTC 槇島　由姫代 女 初中級 午前 サーブ、バックハンドストローク

ソニー厚木 本庄　亮子 女 初中級 午前 サーブと試合での動き
TOP 久保英俊 男 上級 午後 サーブ

厚木市役所 飛鳥井　光治 男 上級 午後
厚木市役所 後藤　善明 男 上級 午後 サーブ、ボレー

本厚木テニスクラブ 青木　規 男 上級 午後
ル・ジタン 鈴木　正美 男 上級 午後
リコー厚木 鈴木　巧 男 上級 午後 特になし

サンTC 草　柳　　正　俊 男 上級 午後 サーブ
FTC森の里 中村　敏一 男 上級 午後 ストローク
ソニー厚木 伊藤　淳 男 上級 午後 サーブ
ソニー厚木 古川　雄士 男 上級 午後 ストローク

鳶尾TC 早川　治徳 男 上級 午後
森の里ＴＣ 島貫　洋子 女 上級 午後

HLTC 青山　修子 女 上級 午後 全般
宮の里TC 福岡　秀美 女 上級 午後

本厚木テニスクラブ 山田　早苗 女 上級 午後
サンTC 上　泉　　良　子 女 上級 午後 ボレー

ソニー厚木 安藤　知子 女 上級 午後 ダブルスの陣形、動き方など。バックストローク。
ソニー厚木 伊藤　須美子 女 上級 午後 おまかせします
新厚木ＴＣ 柳川　優子 女 上級 午後
ソニー厚木 阿部　真理 女 上級 午後 バックボレー

アンリツ 奥貫 徹 男 初中級 午後 ボレー
鳶尾TC 樽井　正博 男 初中級 午後 ボレー・スマッシュ

NTT R&D 山中　祥吾 男 初中級 午後 バックハンドとボレー
NTT R&D 橋本　大佑 男 初中級 午後 サーブ、ボレー、バックハンドストローク
ネットイン 川上  浩司 男 初中級 午後 ボレー　※レベルどちらでもと書いてた！！
リハビリ 青木　重陽 男 初中級 午後 ※レベル中級と記入

ソニー厚木 園田　修治 男 初中級 午後 ストローク、特にバックハンド
鳶尾TC 中林　實 男 初中級 午後
スターTC 饗庭 美佳子 女 初中級 午後 ボレー
スターTC 高橋 良子 女 初中級 午後 ボレー

HLTC 渡部　三起子 女 初中級 午後 全般
森の里ＴＣ 米田　友子 女 初中級 午後

MATD 福永　真由美 女 初中級 午後
リハビリ 永島　真弓 女 初中級 午後 すべて

TOP 久保晴美 女 初中級 午後 ボレー　※レベル中級と記入
ソニー厚木 山岡　幸代 女 初中級 午後 “試合の動き”がダメだったら“ストローク”

チャンスTC 佐藤　恵美 女 初中級 午後 ボレー、ストローク
FTC森の里 米山　美智子 女 初中級 午後 すべて
ソニー厚木 玉木　綾 女 初中級 午後 ①試合の動き②ボレー③スマッシュ
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指導を受けたいポイント（サーブ、ボレー等々）


