
神戸ローンテニス倶楽部　vs 名古屋ローンテニス倶楽部　友好親善試合

【対抗戦】 1勝 7勝
神戸ローンテニス 結　果 名古屋ローンテニス

池村　光枝 矢野　恭子
坂田　裕子 野嵜　八重子
山田　澄子 山嵜　道子
太田　美幸 寺本　協子
中川　夏彦 中村　聡
都築　昌義 石黒　隆雄
岡崎　雄二 内藤　由治
大杉　博海 津山　隆三
濱田　征治 八賀　隆
浪本　幸一 福山　達
新井　礼子 立松　美津枝
泉　雅仁 高谷　繁雄　

浦島　八惠子 櫻井　裕子
望月　健二朗 鈴木　勲
廣瀬　幸子 竹内　かづゑ
清水　春海 上遠野　守正
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神戸ローンテニス倶楽部　vs 名古屋ローンテニス倶楽部　友好親善試合
　☆　チームリーダー
団体戦

赤 黄 青 緑
太田　美幸 浦島　八惠子 池村　光枝 坂田　裕子
廣瀬　幸子 山田　澄子 新井　礼子
森川　和子 杉本　美千代 櫻井由美子 鬼頭　恵子
櫻井　裕子 ☆　矢野　恭子 ☆　立松　美津枝 ☆　野嵜　八重子

☆　竹内　かづゑ 太田　初 伊藤　きよみ 川辺　恵美子
山嵜　道子 寺本　協子
泉　雅仁 大杉　博海 都築　昌義 後藤信一

浪本　幸一 前田　健志 清水　春海 中川　夏彦
岡崎　雄二 濱田　征治 望月　健二朗
北風　博

和泉　治義 立松康則 荒川　吉雄 三上　昌
中島　健智 鷲野　正身 足立　英直 内藤　由治
仲谷　哲郎 出川　秀夫 森川　弘之 清水　昌一

  ☆　津山　隆三 ☆　中村　聡 ☆　八賀　隆 杉本　学
高谷　繁雄　 福山　達 上遠野　守正 ☆　石黒　隆雄
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神戸ローンテニス倶楽部　vs 名古屋ローンテニス倶楽部　友好親善試合

団体戦（１回戦）
2-4

赤　VS 黄 赤 結　果 黄
太田　美幸 浦島　八惠子
森川　和子 太田　初
廣瀬　幸子 山田　澄子
山嵜　道子 杉本　美千代
泉　雅仁 大杉　博海

高谷　繁雄　 中村　聡
泉　雅仁 前田　健志

中島　健智 出川　秀夫
浪本　幸一 岡崎　雄二
和泉　治義 立松康則
仲谷　哲郎 北風　博
津山　隆三 鷲野　正身

5-1
青　VS　緑 青 結　果 緑

池村　光枝 坂田　裕子
櫻井由美子 川辺　恵美子

立松　美津枝 新井　礼子
伊藤　きよみ 鬼頭　恵子
都築　昌義 後藤信一
荒川　吉雄 三上　昌
清水　春海 望月　健二朗
森川　弘之 内藤　由治
足立　英直 中川　夏彦

上遠野　守正 鈴木　勲
濱田　征治 清水　昌一
八賀　隆 杉本　学

団体戦（2回戦）
1-4

赤　VS　青 赤 結　果 青
太田　美幸 池村　光枝
櫻井　裕子 伊藤　きよみ
廣瀬　幸子 櫻井由美子
森川　和子 立松　美津枝
泉　雅仁 都築　昌義

中島　健智 森川　弘之
高谷　繁雄 足立　英直
浪本　幸一 荒川　吉雄
和泉　治義 清水　春海
仲谷　哲郎 濱田　征治

2-3
黄　VS　緑 黄 結　果 緑

山田　澄子 新井　礼子
太田　初 鬼頭　恵子

浦島　八惠子 坂田　裕子
杉本　美千代 川辺　恵美子
鷲野　正身 三上　昌
前田　健志 石黒　隆雄
大杉　博海 中川　夏彦
立松康則 内藤　由治
北風　博 清水　昌一
中村　聡 鈴木　勲
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団体戦（3回戦） 0-4
赤　VS　緑 赤 結　果 緑

太田　美幸 坂田　裕子
廣瀬　幸子 野嵜　八重子

竹内　かづゑ 新井　礼子
森川　和子 鬼頭　恵子
浪本　幸一 望月　健二朗

高谷　繁雄　 中川　夏彦
中島　健智 後藤信一
津山　隆三 石黒　隆雄
中島　健智 三上　昌

高谷　繁雄　 中川　夏彦

1-2
黄　VS　青 黄 結　果 青

浦島　八惠子 寺本　協子
矢野　恭子 櫻井由美子

杉本　美千代 池村　光枝
太田　初 寺本　協子

岡崎　雄二 都築　昌義
鷲野　正身 森川　弘之
岡崎　雄二 清水　春海
中村　聡 荒川　吉雄

前田　健志 足立　英直
立松　康則 上遠野　守正
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【団体戦結果表】

赤 黄 青 緑 勝ち負け 順位

赤 2-4 1-4 0-4 0勝3敗 4

黄 4-2 1-2 2-3 1勝2敗 3

青 4-1 2-1 5-1 3勝0敗 1

緑 4-0 3-2 1-5 2勝1敗 2
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