
第２８回鎌倉市クラブ対抗戦結果
1回戦
試合Ａ 鎌倉ローンTC ４－３ 七里ケ浜TC
混合 茂呂・星野 6ー4 池田・吉田
女子60以上 丸木・清水 7ー5 小原・秋葉
男子60以上 中社・楠原 6ー4 遠藤・足立
女子45以上 直井・井戸 7ー5 芋川・田村
男子45以上 片川・中野 4ー6 平子・錦澤
女子一般 原　・片川 1ー6 山口・杉田
男子一般 富取・鈴木 3ー6 坂本・楠本

試合Ｂ 鎌倉宮カントリーTC 3ー4 Lucky L
混合 網代・小比賀 (5)6ー7 藤田・塚脇
女子60以上 鈴木・和田 2ー6 船引・大隅
男子60以上 伊藤・米山 3ー6 坂井・崎野
女子45以上 大野・松田 6ー0 兼子・石合
男子45以上 猪崎・高橋 6ー0 吉池・足立
女子一般 井出・河合 2ー6 左海・野中
男子一般 太田・橋本 6ー3 吉池・原田

試合Ｃ いずみTC 2ー5 テニスガーデン
混合 鈴木・樋口 4ー6 寳迫・尾山
女子60以上 大鹿・須田 7ー5 矢野・亀津
男子60以上 岡田・東 5ー7 渡辺・嶋谷
女子45以上 安藤・小串 1ー6 鳥居・和字慶
男子45以上 千葉・伊藤 3ー6 池田・中河原
女子一般 伊藤・永野 2ー6 村本・難波
男子一般 河野・古屋 6ー4 小野・井上

試合Ｄ WF 1ー6 鎌倉シーサイド
混合 長谷川・加藤 7ー5 高橋・岡田
女子60以上 佐藤・福田 4ー6 深沢・足立
男子60以上 岡田・嶋田 2ー6 田中・金田
女子45以上 福沢・上野 3ー6 吉良・大喜多
男子45以上 黒田・山口 0ー6 岡田・田中
女子一般 大谷・橋本 3ー6 深沢・大喜多
男子一般 霜鳥・荒井 2ー6 錦澤・藤井
準決勝
試合Ｅ 鎌倉ローンTC 2－5 Lucky L
混合 茂呂・星野 6ー3 坂井・飯田
女子60以上 丸木・清水 0ー6 船引・大隅
男子60以上 中社・楠原 3ー6 崎野・井手
女子45以上 直居・井戸 3ー6 吉池・兼子
男子45以上 片川・中野 6ー2 藤田・足立
女子一般 原　・片川 1ー6 左海・野中
男子一般 富取・鈴木 1ー6 吉池・吉池



試合Ｆ テニスガーデン 7－0 鎌倉シーサイド
混合 寳迫・尾山 6ー3 高橋・岡田
女子60以上 亀津・矢野 6ー4 深沢・足立
男子60以上 嶋谷・渡辺 6ー2 田中・金田
女子45以上 和字慶・鳥居 6ー1 吉良・大喜多
男子45以上 中河原・池田 6ー3 岡田・田中
女子一般 難波・井本 6ー3 深沢・大喜多
男子一般 井上・小野 6ー2 錦澤・藤井

試合Ｇ優勝決定戦 Lucky L 4－2 テニスガーデン
混合 坂井・塚脇 6ー1 寳迫・尾山
女子60以上 船引・大隅 6ー4 亀津・矢野
男子60以上 崎野・藤田 2ー6 嶋谷・渡辺
女子45以上 吉池・兼子 3ー6 和字慶・鳥居
男子45以上 吉池・足立 7ー6（2) 中河原・池田
女子一般 左海・野中 6ー0 難波・村本
男子一般 原田・吉池 6ー5 小野・井上

コンソレーション
試合Ｈ 七里ケ浜TC 1－6 鎌倉宮カントリーTC
混合 池田・吉田 0ー6 網代・小比賀
女子60以上 小原・秋葉 0ー6 鈴木・和田
男子60以上 遠藤・足立 1ー6 伊藤・米山
女子45以上 芋川・田村 0ー6 大野・松田
男子45以上 平子・錦澤 1ー6 猪崎・高橋
女子一般 山口・杉田 5ー6 井出・河合
男子一般 坂本・楠本 6ー3 太田・橋本

試合Ｉ いずみTC 6－1 チームWF
混合 鈴木・樋口 2ー6 長谷川・加藤
女子60以上 大鹿・須田 6ー2 佐藤・福田
男子60以上 岡田・東 6ー5 嶋田・岡田
女子45以上 安藤・能沢 6ー1 上野・福沢
男子45以上 大森・千葉 6ー3 黒田・山口
女子一般 伊藤・小串 6ー1 大谷・橋本
男子一般 河野・古屋 6ー0 霜鳥・荒井

試合Ｊコンソレ優勝決定戦 鎌倉宮カントリーTC ３－１ いずみTC
混合 網代・小比賀 ４－６ 鈴木・樋口
女子60以上 鈴木・和田 ６－２ 大鹿・須田
男子60以上 伊藤・米山 ６－２ 岡田・松永
女子45以上 大野・松田 ２－４ 伊藤・小串
男子45以上 猪崎・高橋 ６－１ 伊藤・大森
女子一般 井出・河合 ２－２ 安藤・永野
男子一般 太田・橋本 ３－３ 河野・古谷

（男子一般の試合結果は途中の為含まれません。）


