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チーム名を略称とします。ご容赦ください。

Ａ いずみＴＣ

Ｂ　 チームＷＦ

Ｃ　テニスガーデン

Ｄ 七里ガ浜ＴＣ

第２７回鎌倉市クラブ対抗戦結果

⑤ テニスガーデン

⑥ カントリーＴＣ

⑦ ローンＴＣ

⑧ 七里ガ浜ＴＣ

①   Ｌｕｃｋｙ. Ｌ

② いずみＴＣ

③ チームＷＦ

④ シーサイドTC



第２７回鎌倉市クラブ対抗戦結果

試合Ａ Ｌｕｃｋｙ. Ｌ 4-3 いずみＴＣ
混合 原田昌・畑東 6-2 鈴木・永野志
女子60以上 DEF 0-6 伊豆山・須田
男子60以上 井出・尾登 6-1 東・久保田
女子45以上 真田・石合 6-4 河野美・安藤
男子45以上 持田・足立 6-7 能沢・河野英
女子一般 兼子・岡井 1-6 伊藤千・樋口
男子一般 林・原田脩 6-1 古屋・永野輝

試合Ｂ チームＷＦ 2-5  シーサイドTC
混合 加藤京・森 6-0 佐野・岡田
女子60以上 上野・福沢 6-3 小林・足立
男子60以上 加藤容・加藤滋 6-7 田中・金田
女子45以上 福田・飛鳥井 1-6 吉良・大喜多真美
男子45以上 岡田・黒田 1-6 錦澤・岡田
女子一般 佐藤・中田 2-6 大喜多真萌・真依
男子一般 霜島・山口 0-6 塩谷・田中

試合Ｃ テニスガーデン 0-7 カントリーＴＣ
混合 DEF 0-6 網代・大野
女子60以上 尾山・遠見 3-6 大塚・田村
男子60以上 亀津優・河野 0-6 森岡・米山
女子45以上 鳥居・青木 4-6 剣持・斉藤
男子45以上 島谷・池田 1-6 吉村・北野
女子一般 村本・難波 1-6 井出・矢野
男子一般 中河原・小野 0-6 清水・高橋

試合Ｄ ローンＴＣ 6-1  七里ガ浜ＴＣ
混合 森・長谷川 6-3 吉田・池田
女子60以上 柴田・関根 6-2 海老沢・秋葉
男子60以上 岡部・橋口 6-1 足立・大森
女子45以上 冨田・和田 7-5 池田・杉田
男子45以上 雨森・長井 3-6 平子・錦澤
女子一般 茂呂・横田 6-1 山口・村本
男子一般 首藤・山岸 6-2 楠本・遠藤

試合Ｅ Ｌｕｃｋｙ. Ｌ 3-4  シーサイドTC
混合 尾登・吉田 6-7 小柳・小林
女子60以上 DEF 0-6 岡田・足立
男子60以上 原田昌・井出 2-6 田中・金田
女子45以上 吉池・岡井 6-1 吉良・深沢美
男子45以上 阪口・足立 7-5 塩谷・田中
女子一般 真田・田口 3-6 大喜多真萌・深沢空

男子一般 林・原田脩 6-4 錦澤・藤井



試合Ｆ カントリーＴＣ 2-5 ローンＴＣ
混合 網代・大野 5-7 森・長谷川
女子60以上 大塚・丹野 6-2 柴田・関根
男子60以上 森岡・橋本 5-7 富取・橋口
女子45以上 剣持・斉藤 2-6 冨田・和田
男子45以上 吉村・北野 1-6 雨森・長井
女子一般 井出・矢野 2-6 茂呂・横田
男子一般 清水・高橋 6-2 首藤・山岸

試合Ｇ  シーサイドTC 2-5 ローンＴＣ
混合 髙橋・深沢美 6-4 森・長谷川
女子60以上 小林・足立 1-6 柴田・関根
男子60以上 田中敦・金田 3-6 岡部・橋口
女子45以上 吉良・大喜多真美 2-6 冨田・和田
男子45以上 塩谷・田中毅 1-6 雨森・長井
女子一般 大喜多真萌・深沢空 7-6 茂呂・横田
男子一般 錦澤・藤井 3-6 里・中野

試合Ｈ いずみＴＣ 6-1 チームＷＦ
混合 鈴木・永野志 6-2 加藤京・森
女子60以上 伊豆山・須藤 3-6 福田・飛鳥井
男子60以上 東・岡田 6-1 加藤容・加藤滋
女子45以上 安藤・能澤美 6-0 福沢・上野
男子45以上 伊藤肇・河野英 6-0 中村・高垣
女子一般 伊藤千・樋口 6-2 佐藤・中田
男子一般 能澤省・永野輝 6-1 霜島・山口

試合Ｉ テニスガーデン 3-4 七里ガ浜ＴＣ
混合 渡辺・亀津絵 4-6 吉田・池田
女子60以上 尾山・遠見 6-1 海老澤・秋葉
男子60以上 亀津優・河野 6-2 足立・大村
女子45以上 鳥居・難波 5-7 池田・杉田
男子45以上 池田剛・中河原 7-6 平子・錦澤
女子一般 村本・池田章 1-6 山口・柿本
男子一般 小坂・平野 3-6 楠本・遠藤

試合Ｊ いずみＴＣ 4-3 七里ガ浜ＴＣ
混合 鈴木・永野志 3-6 吉田・池田
女子60以上 伊豆山・須藤 6-1 海老澤・秋葉
男子60以上 東・岡田 6-0 足立・大村
女子45以上 安藤・河野美 2-6 池田・杉田
男子45以上 伊藤肇・河野英 6-3 平子・錦澤
女子一般 伊藤千・樋口 2-6 山口・柿本
男子一般 能澤省・永野輝 6-1 楠本・遠藤


