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順不同
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　トーナメントディレクター 広瀬　稔

　トーナメントレフェリー 川上　利勝

　各会場レフェリー 各クラブ主将

　運営協力 平塚市テニス協会

大会役員



〔競技規定〕
１． 本大会及び予選大会は、県下クラブの親睦交流を図ることを目的としております。

２．

３． 〔種目〕全種目ダブルス７ポイント
・男子フリー、４５才以上、５５才以上、６５才以上
・女子フリー、４５才以上、５５才以上

４． 〔試合方法〕トーナメント方式
・男子６５才以上、女子５５才以上、男子５５才以上、女子４５才以上、
　男子４５才以上、女子フリー、男子フリーの順に行います。
・全試合８ゲームマッチ（８－８タイブレーク）

５．

６．

　

７． 〔使用球〕ダンロップフォート

８． 〔審判〕セルフジャッジで行います。

９． 〔服装〕テニスウェアーに限ります。今大会はウォームアップスーツの着用を認めます。

１０．〔選手資格〕

・県内各クラブに所属する会員に限ります。
・年齢別種目の資格は、平成２７年の年齢とします。

１１．

　

１２．
　

１３．

　

広瀬　稔
携帯　 ０９０－８９６３－１９２６
FAX　 ０４６７－２６－２２５４
Ｅメール　tonoseedone@hotmail.com

フットフォールトジャッジは、両チーム主将（会場レフェリー）了承の上、とってください。

勝者チーム主将は試合終了後に勝敗結果をトーナメントディレクター広瀬（携帯）まで連絡
し、その後対戦記録をＥメールかＦＡＸしてください。

【連絡先】

次の会場になるクラブの主将は、相手チーム主将に開始時間及び使用コート面数、サーフェイ
スを連絡してください。

〔不戦敗〕出場選手が自組の試合順位が来た時にプレーできない場合は、その組は不戦敗と
し、次の順位の試合を繰り上げて行います。

原則として全試合行いますが、状況により勝敗が決まった場合は以降の試合を中止する事があ
ります。（日没、悪天候等）

・二重出場の禁止、本年度中に本大会の各地域予選に出場した方は他のクラブから出場出
来ません。

・１人１種目の規定はありません。（１ R・５５才以上、２ R・４５才以上等の出場が可
となります）

〔コート使用権〕前年度出場市、町（クラブ）の成績により、上位市、町（クラブ）にありま
す。



1月10日 1月17日 1月24日 1月24日
１Ｒ ２Ｒ ＳＦ Ｆ

シード 1. 鎌倉宮カントリーＴＣ（鎌倉市Ａ）

2. エバーグリーンTF横浜（横浜市Ａ）

3. 相模原グリーンＴＣ（相模原市）

4. 鎌倉ローンテニス倶楽部（鎌倉市Ｂ）

（注）
コートを使用する権利は前年度の成績により○印の中の数字が小さいクラブにあります。
全試合とも、開始時刻は原則午前１０時です。双方の都合により変更することも可能です。

※桃浜庭球場での準決勝開始時刻はベスト４の各クラブ主将にお知らせします。

15

16

鎌倉宮カントリーＴＣ（鎌倉市Ａ） ①

13

14

寒川ローンＴＣ（寒川町） ⑤

横浜ガーデンＴＣ（横浜市Ｂ） ⑭

12 相模原グリーンＴＣ（相模原市） ③

8

湘南ローンＴＣ（茅ヶ崎市） ⑥9

10

湘南ハンドレットＴＣ（藤沢市） ⑫

新厚木ＴＣ（厚木市Ａ） ⑦

5

エバーグリーンTF横浜（横浜市Ａ） ②

6 横須賀ダイヤランドＴＣ（横須賀市） ⑬

湘南平ＴＣ（平塚市） ⑪

⑩湘南ファミリーＴＣ（寒川町）

7

小田急藤沢ＴＧ（綾瀬市） ⑮

11

平成２７年度第３７回神奈川県クラブ対抗戦　

1

鎌倉ローンテニス倶楽部（鎌倉市Ｂ） ④

2 森の里ＴＣ（厚木市Ｂ） ⑯

中央林間ＴＣ（大和市） ⑧

3 オレンジヒルＴＣ（小田原） ⑨

4



回数 年度 優勝 準優勝

第１回 昭和５４年度 鎌倉ローンＴＣ 夢見ヶ崎ローンＴＣ

第２回 昭和５５年度 鎌倉宮カントリーＴＣ 藤沢太平台ＴＣ

第３回 昭和５６年度 鎌倉宮カントリーＴＣ 藤沢太平台ＴＣ

第４回 昭和５７年度 鎌倉宮カントリーＴＣ 相模原グリーンＴＣ

第５回 昭和５８年度 夢見ヶ崎ローンＴＣ 鎌倉宮カントリーＴＣ

第６回 昭和５９年度 鎌倉ローンＴＣ  夢見ヶ崎ローンＴＣ

第７回 昭和６０年度 鎌倉ローンＴＣ  夢見ヶ崎ローンＴＣ

第８回 昭和６１年度 鎌倉ローンＴＣ 湘南ローンＴＣ

第９回 昭和６２年度 鎌倉宮カントリーＴＣ 湘南ローンＴＣ

第１０回 昭和６３年度 湘南ローンＴＣ 鎌倉宮カントリーＴＣ

第１１回 平成１年度 鎌倉宮カントリーＴＣ 夢見ヶ崎ローンＴＣ

第１２回 平成２年度 相模原グリーンＴＣ 鎌倉ローンＴＣ

第１３回 平成３年度 鎌倉ローンＴＣ 和泉ＴＣ

第１４回 平成４年度 鎌倉ローンＴＣ 和泉ＴＣ

第１５回 平成５年度 和泉ＴＣ 鎌倉宮カントリーＴＣ

第１６回 平成６年度 和泉ＴＣ 鎌倉ローンＴＣ

第１７回 平成７年度 鎌倉ローンＴＣ 亀の甲山ＴＣ

第１８回 平成８年度 横浜スポーツマンクラブ 相模原グリーンＴＣ

第１９回 平成９年度 相模原グリーンＴＣ 京浜ＴＣ

第２０回 平成１０年度 鎌倉宮カントリーＴＣ 大磯ローンＴＣ

第２１回 平成１１年度 鎌倉ローンＴＣ 横浜スポーツマンクラブ

第２２回 平成１２年度 鎌倉ローンＴＣ 横浜スポーツマンクラブ

第２３回 平成１３年度 横浜スポーツマンクラブ 鎌倉ローンＴＣ

第２４回 平成１４年度 鎌倉宮カントリーＴＣ 湘南ファミリーＴＣ

第２５回 平成１５年度 鎌倉ローンＴＣ 寒川ローンＴＣ

第２６回 平成１６年度 相模原グリーンＴＣ 亀の甲山ＴＣ

第２７回 平成１７年度 ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝＴＦ横浜 相模原グリーンＴＣ

第２８回 平成１８年度 相模原グリーンＴＣ 横浜スポーツマンクラブ

第２９回 平成１９年度 相模原グリーンＴＣ 横須賀ダイヤランドＴＣ

第３０回 平成２０年度 ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝＴＦ横浜 横須賀ダイヤランドＴＣ

第３１回 平成２１年度 ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝＴＦ横浜 横須賀ダイヤランドＴＣ

第３２回 平成２２年度 横須賀ダイヤランドＴＣ ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝＴＦ横浜

第３３回 平成２３年度 相模原グリーンＴＣ 鎌倉宮カントリーＴＣ

第３４回 平成２４年度 鎌倉宮カントリーＴＣ 横浜ガーデンＴＣ

第３５回 平成２５年度 鎌倉宮カントリーＴＣ 横浜ガーデンＴＣ

第３６回 平成２６年度 鎌倉宮カントリーＴＣ ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝＴＦ横浜

第３７回 平成２７年度

〔歴代優勝、準優勝クラブ〕


