
１位リーグ
0－3 〇

男子６８歳 中堀 実 市川 明 1－4 〇 網代 豊 髙崎 増次
女子５８歳 高柳 智子 増田 満美子 1－4 〇 上村 久子 古屋 由美子
男子５８歳 大館 貞好 丸林 徹 3－4（2） 〇 安福 哲男 長谷川 義人

1－2 〇
男子６８歳 松本 和明 関野 訓 0－4 〇 谷本 友秀 山科 律
女子５８歳 加藤 千枝子 保崎 佳代子 0－4 〇 鳥谷部 薫 野崎 映子
男子５８歳 武間 恵洋 今泉 久 〇 4－2 江原 光二 大野 健二

1－2 〇
男子６８歳 中堀 実 市川 明 2－4 〇 利根川 徹 桃井 優身
女子５８歳 高柳 智子 増田 満美子 3－4（4） 〇 大石 令子 室橋 恵美子
男子５８歳 大館 貞好 丸林 徹 〇 4－1 小熊 健一 藤野 幹彦

〇 3－0
男子６８歳 網代 豊 髙崎 増次 〇 4－2 松本 和明 関野 訓
女子５８歳 上村 久子 古屋 由美子 〇 4－1 加藤 千枝子 保崎 佳代子
男子５８歳 安福 哲男 長谷川 義人 〇 4－3（6） 武間 恵洋 今泉 久

〇 2－1
男子６８歳 谷本 友秀 山科 律 〇 4－0 利根川 徹 桃井 優身
女子５８歳 鳥谷部 薫 野崎 映子 3－4（4） 〇 大石 令子 室橋 恵美子
男子５８歳 江原 光二 大野 健二 〇 4－3（3） 小熊 健一 東 正義

0－3 〇
男子６８歳 中堀 実 市川 明 0－4 〇 松本 和明 関野 訓
女子５８歳 高柳 智子 増田 満美子 0－4 〇 加藤 千枝子 橋本 厚子
男子５８歳 大館 貞好 丸林 徹 3－4（4） 〇 武間 恵洋 今泉 久

〇 2－1
男子６８歳 網代 豊 髙崎 増次 〇 4－3（2） 谷本 友秀 山科 律
女子５８歳 上村 久子 古屋 由美子 2－4 〇 鳥谷部 薫 野崎 映子
男子５８歳 安福 哲男 長谷川 義人 〇 4－3（6） 江原 光二 大野 健二

〇 2－1
男子６８歳 松本 和明 関野 訓 〇 4－2 利根川 徹 東 正義
女子５８歳 加藤 千枝子 橋本 厚子 0－4 〇 大石 令子 室橋 恵美子
男子５８歳 武間 恵洋 今泉 久 〇 4－0 桃井 優身 藤野 幹彦

1－2 〇
男子６８歳 中堀 実 市川 明 〇 4－3（5） 谷本 友秀 山科 律
女子５８歳 高柳 智子 増田 満美子 1－4 〇 鳥谷部 薫 野崎 映子
男子５８歳 大館 貞好 丸林 徹 0－4 〇 江原 光二 大野 健二

〇 3－0
男子６８歳 網代 豊 髙崎 増次 〇 4－3（4） 利根川 徹 東 正義
女子５８歳 上村 久子 古屋 由美子 〇 4－1 大石 令子 室橋 恵美子
男子５８歳 安福 哲男 長谷川 義人 〇 4－2 小熊 健一 藤野 幹彦

2・あぶれカントリー 4・湘南 6

3・立野テニス倶楽部 5・グッディ！

1・シードワン 4・湘南 6

2・あぶれカントリー 5・グッディ！

決勝リーグ

1・シードワン 2・あぶれカントリー

1・シードワン 3・立野テニス倶楽部

4・湘南 6 5・グッディ！

2・あぶれカントリー 3・立野テニス倶楽部

1・シードワン 5・グッディ！

3・立野テニス倶楽部 4・湘南 6



2位リーグ
1－2 〇

男子６８歳 角田 晃 添田 功 〇 4－3（5） 青木 洋明 藤間 行雄
女子５８歳 大橋 美枝子 町田 喜久子 2－4 〇 海野 恵美子 生田 美代子
男子５８歳 山本 登司男 米本 正治 1－4 〇 上田 真稔 山村 幸男

1－2 〇
男子６８歳 宇野 和之 笠原 良一 0－4 〇 細野 明角 小林 孝好
女子５８歳 牧田 生子 三浦 貴美 〇 4－2 佐藤 直美 宮原 章子
男子５８歳 細沢 良雄 小林 英一 2－4 〇 佐々木 勝彦 鎌田   広

1－2 〇
男子６８歳 角田 晃 添田 功 〇 4－1 青木 正弘 新保 明男
女子５８歳 大橋 美枝子 町田 喜久子 3－4（5） 〇 川崎 さとり 今井 富美江
男子５８歳 山本 登司男 米本 正治 2－4 〇 茂木 人志 島 敬二

〇 3－0
男子６８歳 青木 洋明 藤間 行雄 〇 4－3（3） 宇野 和之 笠原 良一
女子５８歳 海野 恵美子 生田 美代子 〇 4－1 牧田 生子 三浦 貴美
男子５８歳 上田 真稔 山村 幸男 〇 4－1 細沢 良雄 小林 英一

1－2 〇
男子６８歳 細野 明角 小林 孝好 〇 4－2 青木 正弘 新保 明男
女子５８歳 佐藤 直美 宮原 章子 0－4 〇 川崎 さとり 今井 富美江
男子５８歳 佐々木 勝彦 鎌田   広 1－4 〇 茂木 人志 島 敬二

〇 2－1
男子６８歳 角田 晃 添田 功 〇 4－0 宇野 和之 笠原 良一
女子５８歳 大橋 美枝子 町田 喜久子 3－4（3） 〇 牧田 生子 三浦 貴美
男子５８歳 山本 登司男 米本 正治 〇 4－0 細沢 良雄 小林 英一

0－3 〇
男子６８歳 青木 洋明 藤間 行雄 3－4（2） 〇 岡本 明 小林 孝好
女子５８歳 海野 恵美子 生田 美代子 2－4 〇 高久 百合子 宮原 章子
男子５８歳 上田 真稔 山村 幸男 0－4 〇 佐々木 勝彦 細野 明角

1－2 〇
男子６８歳 宇野 和之 笠原 良一 〇 4－1 青木 正弘 新保 明男
女子５８歳 牧田 生子 三浦 貴美 1－4 〇 川崎 さとり 今井 富美江
男子５８歳 細沢 良雄 小林 英一 2－4 〇 茂木 人志 島 敬二

0－3 〇
男子６８歳 角田 晃 添田 功 1－4 〇 細野 明角 岡本 明
女子５８歳 大橋 美枝子 町田 喜久子 1－4 〇 佐藤 直美 高久 百合子
男子５８歳 山本 登司男 米本 正治 1－4 〇 小林 孝好 鎌田   広

1－2 〇
男子６８歳 青木 洋明 藤間 行雄 〇 4－0 青木 正弘 新保 明男
女子５８歳 海野 恵美子 生田 美代子 1－4 〇 川崎 さとり 今井 富美江
男子５８歳 上田 真稔 山村 幸男 3－4（1） 〇 茂木 人志 島 敬二

2・笑笑あちゅーう 5・ねんりん相模原

1・キャン・ゼロ 3・背番号 3

1・キャン・ゼロ 4・ベテランRUN

3・背番号 3 5・ねんりん相模原

2・笑笑あちゅーう 4・ベテランRUN

1・キャン・ゼロ 5・ねんりん相模原

3・背番号 3 4・ベテランRUN

1・キャン・ゼロ 2・笑笑あちゅーう

2・笑笑あちゅーう 3・背番号 3

4・ベテランRUN 5・ねんりん相模原



3位リーグ
0－3 〇

男子６８歳 西生 孝雄 大野 日出男 0－4 〇
WO 中村 光彦 原口 豊和

女子５８歳 石田 伶子 森川 喜美子 0－4 〇
WO 外山 美奈子 杉本 祐子

男子５８歳 吉田 裕 岡田 道明 0－4 〇
WO 髙橋 進 大塚 直也

0－3 〇
男子６８歳 押川 和夫 飯塚 正治 0－4 〇 藤本 重彦 青木 嚝憲
女子５８歳 藤島 裕子 加藤 紀子 0－4 〇 佐藤 智子 鈴木 孝枝
男子５８歳 上村 義則 江成 純也 3－4（3） 〇 牧野 安博 奈良 利昭

0－3 〇
男子６８歳 西生 孝雄 大野 日出男 0－4 〇

WO 諏訪 勉 高垣 大志
女子５８歳 石田 伶子 森川 喜美子 0－4 〇

WO 高須賀 志保子 細野 千恵子
男子５８歳 吉田 裕 岡田 道明 0－4 〇

WO 藤田 修二 前田 正克

〇 2－1
男子６８歳 中村 光彦 原口 豊和 〇 4－0 押川 和夫 飯塚 正治
女子５８歳 外山 美奈子 杉本 祐子 〇 4－0 藤島 裕子 加藤 紀子
男子５８歳 髙橋 進 大塚 直也 1－4 〇 上村 義則 江成 純也

〇 2－1
男子６８歳 藤本 重彦 青木 嚝憲 1－4 〇 諏訪 勉 高垣 大志
女子５８歳 佐藤 智子 鈴木 孝枝 〇 4－1 高須賀 志保子 細野 千恵子
男子５８歳 牧野 安博 奈良 利昭 〇 4－1 藤田 修二 前田 正克

0－3 〇
男子６８歳 西生 孝雄 大野 日出男 0－4 〇

WO 押川 和夫 飯塚 正治
女子５８歳 石田 伶子 森川 喜美子 0－4 〇

WO 藤島 裕子 加藤 紀子
男子５８歳 吉田 裕 岡田 道明 0－4 〇

WO 上村 義則 江成 純也

〇 2－1
男子６８歳 中村 光彦 原口 豊和 〇 4－3（3） 藤本 重彦 青木 嚝憲
女子５８歳 外山 美奈子 杉本 祐子 〇 4－2 佐藤 智子 鈴木 孝枝
男子５８歳 髙橋 進 大塚 直也 0－4 〇 牧野 安博 奈良 利昭

〇 2－1
男子６８歳 押川 和夫 飯塚 正治 〇 4－2 諏訪 勉 高垣 大志
女子５８歳 藤島 裕子 加藤 紀子 0－4 〇 高須賀 志保子 細野 千恵子
男子５８歳 上村 義則 江成 純也 〇 4－3（6） 藤田 修二 前田 正克

0－3 〇
男子６８歳 西生 孝雄 大野 日出男 0－4 〇

WO 藤本 重彦 青木 嚝憲
女子５８歳 石田 伶子 森川 喜美子 0－4 〇

WO 佐藤 智子 鈴木 孝枝
男子５８歳 吉田 裕 岡田 道明 0－4 〇

WO 牧野 安博 奈良 利昭

〇 2－1
男子６８歳 中村 光彦 原口 豊和 〇 4－2 諏訪 勉 高垣 大志
女子５８歳 外山 美奈子 杉本 祐子 〇 4－2 高須賀 志保子 細野 千恵子
男子５８歳 髙橋 進 大塚 直也 1－4 〇 藤田 修二 前田 正克

2・RYU 4・ブン太

3・チームRISE 5・ＹＯＫスマイル

1・はやぶさ 4・ブン太

2・RYU 3・チームRISE

4・ブン太 5・ＹＯＫスマイル

1・はやぶさ 3・チームRISE

1・はやぶさ 5・YOKスマイル

3・チームRISE 4・ブン太

1・はやぶさ 2・RYU

2・ＲＹＵ 5・ＹＯＫスマイル



4位リーグ
1－2 〇

男子６８歳 永島 一雄 古川 道夫 〇 4－3（4） 石嶋 紘一 斉藤 正
女子５８歳 原 和代 舟田 律子 1－4 〇 石井 陸子 柿沼 麗子
男子５８歳 平松 義信 程島 正之 1－4 〇 小島 高志 福原 正彦

〇 2－1
男子６８歳 柿沼 和夫 阿久沢 幸三郎 〇 4－3（3） 恩田 稔男 増川 博久
女子５８歳 細沢 喜栄子 安藤 洋子 3－4（4） 〇 稲葉 昌子 日裏 澄子
男子５８歳 亀井 正人 桑原 彰 〇 4－3（5） 一条 誠 北村 鋭也

1－2 〇
男子６８歳 永島 一雄 古川 道夫 0－4 〇 佐々木 昇 髙橋 修一
女子５８歳 原 和代 舟田 律子 〇 4－3（4） 中野 慶子 阿部 定子
男子５８歳 平松 義信 程島 正之 1－4 〇 髙橋 宏彰 嶋田 健太郎

〇 2－1
男子６８歳 石嶋 紘一 斉藤 正 1－4 〇 柿沼 和夫 阿久沢 幸三郎
女子５８歳 石井 陸子 柿沼 麗子 〇 4－3（4） 細沢 喜栄子 安藤 洋子
男子５８歳 小島 高志 福原 正彦 〇 4－1 亀井 正人 桑原 彰

1－2 〇
男子６８歳 恩田 稔男 増川 博久 1－4 〇 佐々木 昇 髙橋 修一
女子５８歳 稲葉 昌子 日裏 澄子 〇 4－2 中野 慶子 阿部 定子
男子５８歳 一条 誠 北村 鋭也 3－4（2） 〇 髙橋 宏彰 嶋田 健太郎

〇 2－1
男子６８歳 永島 一雄 古川 道夫 〇 4－1 柿沼 和夫 阿久沢 幸三郎
女子５８歳 原 和代 舟田 律子 〇 4－3（6） 細沢 喜栄子 安藤 洋子
男子５８歳 平松 義信 程島 正之 0－4 〇 亀井 正人 桑原 彰

1－2 〇
男子６８歳 石嶋 紘一 斉藤 正 3－4（4） 〇 恩田 稔男 増川 博久
女子５８歳 石井 陸子 柿沼 麗子 2－4 〇 稲葉 昌子 日裏 澄子
男子５８歳 小島 高志 福原 正彦 〇 4－2 一条 誠 北村 鋭也

1－2 〇
男子６８歳 柿沼 和夫 阿久沢 幸三郎 3－4（4） 〇 佐々木 昇 髙橋 修一
女子５８歳 細沢 喜栄子 安藤 洋子 〇 4－1 中野 慶子 阿部 定子
男子５８歳 亀井 正人 桑原 彰 3－4（3） 〇 髙橋 宏彰 嶋田 健太郎

0－3 〇
男子６８歳 永島 一雄 古川 道夫 0－4 〇 恩田 稔男 増川 博久
女子５８歳 原 和代 舟田 律子 1－4 〇 稲葉 昌子 日裏 澄子
男子５８歳 平松 義信 程島 正之 2－4 〇 一条 誠 北村 鋭也

1－2 〇
男子６８歳 石嶋 紘一 斉藤 正 1－4 〇 佐々木 昇 髙橋 修一
女子５８歳 石井 陸子 柿沼 麗子 3－4（5） 〇 中野 慶子 阿部 定子
男子５８歳 小島 高志 福原 正彦 〇 4－1 髙橋 宏彰 嶋田 健太郎

2・ファミリーＣ 5・相模原Ｂ

1・湘南ターガース 4・エコテニス

3・ファミリー6 5・相模原Ｂ

2・ファミリーＣ 4・エコテニス

1・湘南タイガース 3・ファミリー6

4・エコテニス 5・相模原Ｂ

2・ファミリーＣ 3・ファミリー6

1・湘南タイガース 2・ファミリーＣ

3・ファミリー6 4・エコテニス

1・湘南ターガース 5・相模原Ｂ


