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第１４回 ２０１５年 5 月２３日 

小林秀・小林和 ６－５ 北沢清・宮川        市村・浜（岡谷）  ６－１ 牛山・角 

角・小林秀   ６－３ 牛山・北沢千        帖佐・田中（岡谷） ７－６(1) 戸田英・園田 

市村・浜勉   ６－０ 宮川・小林和        戸田・北沢清    ６－３ 牛山・園田（安曇野） 

角・帖佐    ６－１ 田中・小林秀        帖佐・浜      ６－０ 宮川・澤田 

田中・市村   ６－１ 園田・角          田中・浜      ６－３ 澤田・角 

小林・園田   ６－３ 北沢・北沢         帖佐・市村     ６－２ 浜・田中 

北沢・角    ６－４ 園田・小林秀 

 

第 1５回 201５年６月 1４日 

纐纈選・小林秀  ６－３ 北沢き・小林恵      小川・小林恵 ６－４ 纐纈とも子・小林秀 

纐纈選・角 ７－５ 澤田・小川           纐纈選・戸田ひ   ６－１ 戸田・澤田 

戸田ひ・小林秀 ７－５  北沢き・小林恵      纐纈とも・戸田ひ  ６－０ 小川・平岡圭 

纐纈とも子・小林恵 ６－１ 北沢千・小林秀     戸田英・小林恵   ６－２ 角・北沢千 

戸田ひ・角 ６－４ 纐纈とも子・小川        纐纈選・小林恵   ６－２ 戸田ひ・北沢千 

纐纈選・戸田ひ   ６－１ 戸田英・角       平岡圭・角     ６－３ 纐纈とも・小林秀 

纐纈選・纐纈とも  ６－４ 戸田ひ・角       戸田英・小林恵   ６－３ 纐纈とも・平岡圭 

 

第 1６回 201５年７月１９日 

沢本・武田明    ６－０ 北沢清・小林恵     平山・久保     ６－４ 小林秀・常松 

武田直・角     ６－２ 澤田・野中       沢本・小林恵    ７－６(4) 北沢清・武田明 

野中・常松     ７－５ 小林秀・角       小林秀・野中    ６－３ 武田・平山 

北沢清・沢本    ６－２ 上水裕・上水梨     上水裕・上水梨   ６－３ 北沢・武田 

小林恵・武田    ６－３ 角・平山 

 

第１７回 2015年 8 月２３日 

A～D 

Ａグループ  北沢清・宮原 ６－１ 久保・平山   北沢清・宮原 ６－２ 小林秀・小林恵 

       久保・平山  ６－４ 小林秀・小林恵 

Ｂグループ  川音・角   ６－１ 小林和・宮川  川音・角   ６－４ 中村・小平 

小林和・宮川 ６－２ 中村。小平（纐纈選） 

Ｃグループ  佐々木・村上（松本） ６－３ 田中・市村（岡谷） 

       佐々木・村上 ６－１ 纐纈とも・戸田ひ 田中・市村 ６－４ 纐纈とも・戸田ひ 

D グループ  戸田英・纐纈選 ６－４ 浜・帖佐   戸田英・纐纈選 ６－２ 佐々木・村上 

       澤田・石野  ６－４ 浜・帖佐（岡谷） 
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交流試合 

浜・帖佐   ６－２ 佐々木・村上         戸田ひ・宮原 ６－４ 北沢清・纐纈とも 

川音。戸田英 ６－３ 澤田・石野          田中・角   ６－２ 纐纈選・小平 

武田・武田  ６－２ 小林秀・小林恵        纐纈とも・宮原 ６－４ 北沢・中村 

角・武田直  ６－１ 戸田・小林恵         （結果不明 角・小林恵 vs 武田・中村） 

北沢千・武田明 ６－４ 小平・平山 

 

第１８回 2015年９月２７日 

澤田・小林秀 ６－３ 宮原・平岡圭         纐纈選・纐纈とも ６－３ 澤田・平岡圭 

纐纈選・小林秀 ７－５ 纐纈とも・宮原       纐纈とも・平岡圭 ６－１ 宮原・小林秀 

纐纈選・平岡圭 ６－２ 宮原・澤田         宮原・纐纈とも  ７－５ 小林秀・平岡圭 

 

番外水曜日の竹渕クラブとの交流戦 ２０１５年１０月１４日 （４ゲーム先取） 

竹渕クラブ       水曜テニスグループ       

御子柴・鳥村法  ④－１   北沢・塩原        （番外）平岡・角  ④－０ 澤田・鳥村男 

櫻井・河西男   ０－④   小林秀・平岡正      （番外）平岡・塩原 ④－１ 角・宮原 

御子柴・河西女  ④－１   北沢・久保 

鳥村男・竹渕   ０－④   角・宮原 

鳥村法・河西男  ④－０   塩原・宮原 

鳥村法・河西女  ０－④   塩原・平岡 

櫻井・竹渕    ④－３   小林秀・北沢 

 

第１９回 2015年１１月１日 

牛山・宮川   ６－３ 塩原明・内田        澤田・塩原    ６－２ 纐纈とも・北沢清 

纐纈選・角   ７－５ 内田・牛山         戸田ひ・宮川   ６－３ 纐纈選・平岡圭 

纐纈とも・角  ６－１ 北沢・牛山         戸田英・内田   ６－２ 宮川・纐纈選 

牛山・角    ６－１ 戸田ひ・平岡圭       纐纈とも・内田  ６－１ 澤田・塩原 

戸田ひ・戸田英 ６－２ 纐纈選・角         澤田・塩原    ６－２ 平岡圭・北沢 

戸田ひ・角   ６－１ 纐纈とも・内田       北沢・戸田英   ６－１ 平岡圭・塩原 

戸田英・角   ６－２ 戸田ひ・澤田        平岡圭・戸田英  ６－２ 角・北沢 
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川音・小林道 ６－０ 角・北沢     川音・北沢 ６－１ 角・小林道 

澤田・北沢  ６－２ 久保・小林道   澤田・角  ６－４ 川音・久保 

北沢息子・角 ６－４ 小林道・北沢   川音・角  ６－２ 澤田・北沢息子 

平山・北沢  ６－２ 澤田・橋戸    角・北沢息子 ６－３ 川音・平山 

川音・角   ６－１ 北沢・北沢息子 

 

第 10回 2014年 7 月 13 日 

小林秀・角  ６－０ 北沢・小林恵   角・北沢  ６－３  久保・小林恵 

澤田・小林秀 ７－６（３） 宮原・北沢 

角・久保   ６－３ 戸田・小林恵 

 

第 11回 2014年 8 月 17 日 

久保・宮原  ６－０ 小林秀・堤    戸田・堤  7-6(3) 澤田・平岡正二 

宮原・北沢清 ６－２ 小林恵・小林道  小林恵・宮原 ６－３ 北沢清・小林道 

久保・北沢千 ７－５ 小林秀・角    戸田・小林恵 ６－０ 北沢千・角 

平岡正二・北沢清 7-6(4) 堤・宮原   澤田・小林道 ６－２ 小林秀・北沢千 

堤・平岡正二 ６－３ 角・戸田     久保・小林道 ６－１ 小林恵・北沢清 

 

第 12回 2014年 9 月 21 日 

 A・ B・ C・ D・ 結果 

A・小林秀・平岡 ＊＊＊ ○６－４ ○６－１ ●２－６ ２－１ 2位 

B・小林恵・北沢清 ●４－６ ＊＊＊ ●３－６ ●１－６ ０－３ 4位 

C・宮原・平岡圭 ●１－６ ○６－３ ＊＊＊ ●１－６ １－２ 3位 

D・久保・澤田 ○６－２ ○６－１ ○６－１ ＊＊＊ ３－０ 1位 

午後の部 

北沢清・平岡圭 ７－５ 小林秀・小林恵    小林恵・澤田 ６－４ 宮原・北沢清 

平岡圭・北沢清 ７－５ 小林秀・宮原     平岡圭・小林恵 ７－５ 澤田・小林秀 

 

第 13回 2014年 10 月 2６日 

平岡正二・武田明美 ６－３ 北沢清・久保   平岡正二・北沢千 ５－４（５） 戸田英利・小林秀 

澤田・武田明美   ６－３ 戸田ひとみ・北沢清 平岡正二・戸田ひ ６－４ 戸田英利・久保 

北沢清・北沢千   ５－４（４） 小林秀・武田明美 澤田・北沢千 ６－３ 戸田英利・北沢清 

戸田ひとみ・武田明美 ６－４ 平岡正二・小林秀  平岡・戸田英利 ６－３ 澤田・戸田ひ 

北沢清・武田明美  ６－２ 小林秀・北沢千 
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