
回数 期間/会場 参加数 種目 優勝 準優勝 3位 3位

1979年6月13日～ 岩本・西村 間宮・横田 小野・宇野 高橋・白石

湘南ローン （鎌倉宮カントリー） （湘南ローン） （湘南ローン） （柿の木台）

1980年6月4日～ 小野・高橋 宇野・飯尾 永井・三田 荻島・石沢

本郷台 （湘南ローン・柿の木台） （湘南ローン・湘南グリーン） （YSC） （夢見ヶ崎）

1981年6月17日～ 小野・姫野 岩本・西村 飯尾・宇野 清水・谷口

日経 （日経・相模原グリーン） （鎌倉宮カントリー） （湘南グリーン・湘南ローン） （湘南グリーン・カトレア）

回数 期間/会場 参加数 種目 優勝 準優勝 3位 4位

1982年6月2日～ 加藤・小川 飯尾・谷口 高橋・荻島 稲生・馬場

湘南グリーン （個人・YSC） （湘南グリーン・カトレア） （柿の木台・夢見ヶ崎） （鵠沼・太平台）

1983年6月1日～ 小川・加藤 高橋・荻島 山本・石田 谷口・飯尾

鎌倉ローン （YSC・個人） （柿の木台・夢見ヶ崎） （鎌倉宮カントリー） （カトレア・湘南グリーン）

1984年6月5日～ 石田・山本 小川・加藤 高橋・宇野 二宮・大谷

高麗山TC （鎌倉宮カントリー） （YSC・厚木国際） （柿の木台・湘南ローン） （相模原グリーン）

1985年6月11日～ 石田・山本 大谷・二宮 足立・両角 飯沼・坪井

（鎌倉宮カントリー） （相模原グリーン） （個人・柿の木台） （日経・高麗山）

1986年6月10日～ 小川・加藤 大谷・二宮 谷口・関場 飯尾・山本

上郷グリーン （YSC・個人） （相模原グリーン） （カトレア・上郷グリーンヒル） （湘南グリーン・鎌倉宮カントリー）

1987年11月24日～ 小川・両角 谷口・関場 宮本・関川 松丸・河田

湘南スポーツセンター （サントリー） （鵠沼グリーン・上郷グリーンヒル） （柿ノ木台グリーン） （湘南ローン・寒川ローン）

1988年10月17日～ 岡田・高杉 谷口・関場 仁尾・神長 宮本・関川

湘南スポーツセンター (霧が丘・亀の甲山) (鵠沼グリーン・上郷グリーンヒル） （個人・茅ヶ崎シーサイド） （柿の木台）

1989年10月16日～ 高杉・藤原 姫野・大谷 河田・松丸 広瀬・馬場

湘南スポーツセンター （亀の甲山・荏原SSC） （相模原グリーン） （寒川ローン・湘南ローン） （高麗山・藤沢太平台）

1990年10月29日～ 藤原・中沢 鷲見・小川 河田・嵐 岩瀬・工藤

荏原SSC (荏原SSC) (サントリー・YSC) (寒川ローン・本郷台) (個人・二宮)

1991年6月17日～ 小川・岩里 谷口・関場 神野・星野 嵐・河田

荏原SSC (YSC・高麗山) (鵠沼グリーン・上郷グリーンヒル） (湘南ファミリー・湘南ハンドレッド） （本郷台・寒川ローン）

（第25回記念三菱自動車杯） 優勝 準優勝 3位 3位

1992年6月15日～ 高杉・工藤 中尾・鈴木 小川・岩里 谷口・関場

荏原SSC （亀の甲山・二宮） （伊勢原・湘南ハンドレッド） （YSC・高麗山） （鵠沼グリーン・上郷グリーンヒル）

1993年6月14日～ 岩里・境 高杉・工藤 関・岩瀬 小川・加藤

荏原SSC （旭台・和泉） （亀の甲山・大磯ローン） （相模原・市ヶ尾ローン） （YSC・個人）

1994年3月22日～ 境・高杉 松岡・舛田 横田・丹野 船橋・白井

荏原SSC （和泉・亀の甲山） （サントリー・希望ヶ丘） （上郷グリーンヒル） （YSC・本郷台）

木名瀬・斉藤 長野・高杉 岩里・日下 西村・水野

（和泉・YSC） （個人・亀の甲山） （旭台・希望ヶ丘） （東急嶮山・NA城郷)

荏原SSC 松丸・有馬 坂本・若島 東樹・原田 藤原・桜井

合計　81組 (湘南ローン） （宮崎台・ジップ） （上郷グリーンヒル・サンブリッジ） （足柄ローン・東海岸グリーン）

1996年3月12日～ 岩里・楠原 加藤・土屋 今鷹・相川 平尾・村上

荏原SSC （旭台・鎌倉ローン） （SCエスタ） （東急有馬） （本郷台・東急嶮山）

1997年3月10日～ 田中・鈴木 岩里・境 高杉・重松 相川・今鷹

荏原SSC （鎌倉宮カントリー） （旭台・YSC） （亀の甲山・レニックス） （東急有馬）

1998年3月10日～ 岩里・境 橋本・橋口 大谷・只隈 土屋・氏家

荏原SSC （旭台・YSC） （荏原SSC） （相模原グリーン） （SCエスタ・相模原グリーン）

1999年
11月9日～11日 岩里・境 森下・氏家 平尾・柚山 渡辺・橋本

三ツ沢公園 （旭台・YSC） （YSC・相模原グリーン） （レニックス・YSC） （東急嶮山・夢見ヶ崎ローン）

第31回 54組

第32回 56組

一般

17組 50才以上

第29回 64組

第30回 53組

第26回 48組

第27回 50組

第28回

1995年3月13日～ 64組

第23回 23組

第24回 31組

第25回 39組

第20回 24組

第21回 16組

第22回 23組

第18回 19組横山/湘南ｽﾎﾟｰﾂｾ
ﾀｰ/相模原グリーン

第19回 24組

第14回 21組

第15回 24組

第16回 24組

神奈川県支部ダブルストーナメント大会

☆第１回～第１１回は神奈川県支部トーナメント大会を参照

JLTF神奈川県支部ダブルストーナメント

第12回 32組

第13回 17組

第17回 27組



回数 期間/会場 参加数 種目 優勝 準優勝 3位 3位

加藤・橋口 橋本・高橋 平尾・太田 高橋・柴﨑

（SCエスタ・荏原SSC） （荏原SSC・TTC） （レニックス・YITC） （横浜テニスカレッジ）

間宮・竹内 大関・石田 昼間・久宗 石沢・竹内
（湘南ハンドレッド・湘南ローン） （横須賀ダイヤランド・鎌倉ローン） （上郷グリーンヒル・寒川ローン） （夢見ヶ崎ローン・サントリー）

石井・藤原 山本・白井 小山・山本 三井・川島

合計　142組 （足柄ローン・個人） （宮崎台・和泉） （上郷グリーンヒル） （サントリー）

高橋・柴﨑 岸宗・待鳥 大熊・稲木 太田・兵頭

（横浜テニスカレッジ） （SCアクア・京浜） （個人・湘南ハイランド） （YITC・登戸）

土屋・日下 只隈・大谷 長島・神長 丹野・久宗

（SCアクア・希望ヶ丘） （相模原グリーン） （寒川ローン・湘南ファミリー） （レニックス・寒川ローン）

吉岡・神野 斉藤・鈴木 村上・野崎 原田・石井
（中央林間・湘南ファミリー） （YSC） （上郷グリーンヒル・鎌倉シーサイド） （小田急はたの・足柄ローン）

坂本・飯沼 田渕・平田

合計　79組 （宮崎台・サントリー） （タチバナ・相模原グリーン）

杉山・田中 鈴木・高橋 村上・青木 岸宗・待鳥

（寒川ローン） （左近山RTH・YTC） （東急嶮山） （SCアクア・京浜）

長島・神長 佐伯・丹野 日下・土屋 境・岩里
（寒川ローン・湘南ファミリー） （上郷グリーンヒル） （希望ヶ丘・SCアクア） （YSC・旭台）

神野・吉岡 野崎・村上 大関・石田 大谷・只隈
（湘南ファミリー・中央林間） （鎌倉シーサイド・上郷グリーンヒル） （横須賀ダイヤランド・鎌倉ローン） （相模原グリーン）

矢込・茂原 板谷・平田
（レニックス・小田急藤沢） （NA城郷・相模原グリーン）

草水・山下 斉藤・川島

合計　104組 （NA城郷・亀の甲山） （鎌倉宮カントリー）

上舘・稲木 橋本・野本 田中・杉山 和田・岸本
（個人・湘南ハイランド） （個人・鳥きゅん） （寒川ローン） （足柄ローン・ウインズ）

檜垣・渡辺 竹内・佐伯 平田・末木 橋本・土屋
（東急有馬・東急嶮山） （サントリー・上郷グリーンヒル） （湘南ローン・ルーネス） （夢見ヶ崎・SCアクア）

神野・吉岡 大谷・只隈 信夫・津田 斉藤・鈴木
（湘南ファミリー・中央林間） （相模原グリーン） （SCアクア・横須賀） （YSC）

三浦・板谷 平田・山下

合計　96組 （YSC・NA城郷) (大島フラワー・相模原グリーン）

上舘・稲木 田中・杉山 高橋・佐々木 岸本・和田
（個人・湘南ハイランド） （寒川ローン） （個人・ケンウッドTC） （ウインズ・足柄ローン）

望月・丹野 中嶋・堀 芦名・寺坂 竹内・佐伯
（YSC・上郷グリーンヒル） （瀬谷グリーン・笠間） （大島フラワー・小峰） （エバーグリーン・上郷グリーンヒル）

岩里・神野 石黒・瀬岡 長島・加藤 大谷・只隈
（旭台・湘南ファミリー） （西湘グリーン・足柄ローン） （寒川ローン） （相模原グリーン）

竹繁・木村 三浦・石井

合計　102組 （伊勢原・鳶尾） （YSC・足柄ローン）

杉山・田中 上舘・稲木 山下・井上 小山・高橋

（寒川ローン） （個人・湘南ハイランド） （東急嶮山） （湘南ローン・オレンジライズ）

橋本・兵頭 太田・氏家 丹野・望月 堀・中嶋

（夢見ヶ崎・登戸） （YITC・相模原グリーン） （上郷グリーンヒル・YSC） （笠間・瀬谷グリーン）

境・神長 瀬岡・石黒 長尾・高原 野崎・村上
（YSC・湘南ファミリー） （足柄ローン・西湘グリーン） （荏原SSC・TAF） （鎌倉シーサイド・上郷グリーンヒル）

木村・竹繁 坂口・板谷

（鳶尾・伊勢原） （あざみ野ローン・YSC）

田渕・平田 佐々木・久保田

合計　104組 （長尾・大島フラワー） （個人・荏原SSC）

南毛利
スポーツセンター

2組 65才以上

7組 60才以上

第38回

2005年
11月15日～17日

64組 一般

22組 50才以上

12組 55才以上

4組 60才以上

第37回

2004年
11月16日～18日

64組 一般

18組

60才以上

南毛利
スポーツセンター

2組 65才以上

第36回

2003年
11月19日～26日

64組 一般

18組 50才以上

50才以上

14組 55才以上

南毛利
スポーツセンター

6組 60才以上

7組 55才以上

南毛利
スポーツセンター

60才以上

第35回

2002年
11月20日～22日

64組 一般

22組 50才以上

10組 55才以上

6組

第34回

2001年
11月30日～12月3日

56組 一般

11組 50才以上

7組 55才以上

南毛利
スポーツセンター

5組

一般

30組 50才以上

三ツ沢公園

14組 55才以上

第33回

2000年
11月28日～30日

98組



回数 期間/会場 参加数 種目 優勝 準優勝 3位 3位

永重・梅田 鈴木・尾崎 税田・牧野 渡邊・宮田
（瀬谷グリーン・グランドスラム） （京浜） （オレンジライズ） （グレイス・オレンジライズ）

檜垣・橋本 長谷場・柿沼 鈴木・久宗 太田・氏家
（東急有馬・夢見ヶ崎） （エバーグリーン） （ラ．ベーラ・寒川ローン） （YITC・相模原グリーン）

境・神長 瀬岡・石黒 野崎・星野 加藤・野田

（YSC・湘南ファミリー） （足柄ローン・西湘グリーン） （鎌倉シーサイド） （平塚ファミリー・YSC）

白石・石井 木村・竹繁
（エバーグリーン・足柄ローン） （鳶尾）

山下・平田 日下・谷村

合計　103組 （相模原グリーン・大島フラワー） （上郷グリーンヒル）

高橋・宮田 永重・梅田 相田・佐々木 野本・兵藤
（とつか・オレンジライズ） （瀬谷グリーン・グランドスラム） （ケンウッドTC・オレンジライズ） （鳥きゅん・グランドスラム）

佐伯・森 十河・佐藤 諸江・小林 田村・朝尾
（上郷グリーンヒル・エバーグリーン） （瀬谷グリーン・メルコ鎌倉） （霧が丘・TTK） （大磯ローン）

境・檜垣 瀬岡・石黒 小清水・大里 神長・渡辺

（ＹＳＣ・東急有馬） （足柄ローン・西湘グリーン） （小田急はたの） （湘南ファミリー・東急嶮山）

村上・野崎 高原・石井

（鎌倉シーサイド） （TAF・足柄ローン）

遠藤・山下 日下・村野

合計　104組 （登戸・相模原グリーン） （上郷グリーンヒル・川崎）

笹谷・野本 硎野・星野 鳥谷部・南 永重・梅田

（南林間・鳥きゅん） （YSC・メガロス横濱） （湘南ファミリー） （ザ・センター）

岸宗・福田 山野・和田 佐藤・十河 聳城・小林
（SCアクア・あざみ野ローン） （SCアクア・足柄ローン） （メルコ鎌倉・瀬谷グリーン） （扇・TTK）

境・檜垣 田村・朝尾 渡辺・神長 望月・平田
（YSC・横浜ガーデン） （扇・BEAT） （東急嶮山・湘南ファミリー） （YSC・湘南ローン）

瀬岡・石井 尾山・村上

（足柄ローン） （鎌倉シーサイド）

竹繁・木村 阿部・丸谷

合計　117組 （鳶尾） （リリーズ・ケンウッドTC）

梅田・永重 大谷・星野 宮田・高橋 鳥谷部・南

(横浜テニスカレッジ) (オレンジライズ・メガロス横濱) (とつか) (湘南ファミリー)

若生・東 柿沼・十河 税田・杉山 高柳・佐藤

(あざみ野ローン) (レニックス・瀬谷グリーン) (オレンジライズ・寒川ローン) (シードアヤセ・寒川ローン)

高橋・高須賀 野田・横田 甘粕・磯渕 大里・佐藤
(東急嶮山・横浜ガーデン) (YSC・荏原SSC) (逗子・鎌倉シーサイド) (小田急はたの・メルコ鎌倉)

西村・土屋 石井・瀬岡 竹内・石黒 加藤・長島
(東急嶮山・SCアクア) (足柄ローン) (湘南ローン・西湘グリーン) (スカイハイ・寒川ローン)

福田・板谷 高井・赤峰

合計　112組 (東急嶮山・YSC) (テッセン)

押谷・高橋 高橋(友)・宮田 永重・梅田 鳥谷部・南
(リ．フレッシュ・ＨＫＦ) (とつか) (横浜テニスカレッジ) (湘南ファミリー)

森・芦谷 品田・東 黒木・斎藤 福田・長谷場
(富士見・足柄ローン) (あざみ野ローン) (スマイルエース・中央林間) (あざみ野ローン・エバーグリーン)

加藤(公)・十河 甘粕・磯渕 森谷・武田 朝尾・田村
（相模原グリーン・瀬谷グリーン) （逗子・鎌倉シーサイド) （個人・YSC) （BEAT)

石井・瀬岡 西村・土屋 中野・諸江 長島・神長

（足柄ローン) （東急嶮山・SCアクア) （城郷・亀の甲山) （寒川ローン・湘南ファミリー)

竹繁・木村 福田・板谷

合計　105組 （鳶尾) （東急嶮山・YSC)

10組 55才以上

6組 60才以上

南毛利
スポーツセンター

2組 65才以上

南毛利
スポーツセンター

2組 65才以上

南毛利
スポーツセンター

3組 65才以上

南毛利
スポーツセンター

3組 65才以上

第43回

2010年
11月9日～11日

64組 一般

23組

第42回

2009年
11月18日～20日

58組 一般

32組 50才以上

9組 55才以上

11組 60才以上

50才以上

65才以上

第41回

2008年
11月11日～13日

64組 一般

32組 50才以上

12組

第40回

2007年
11月13日～15日

64組 一般

23組 50才以上

9組 55才以上

5組 60才以上

55才以上

6組 60才以上

第39回

2006年
11月15日～17日

64組 一般

22組 50才以上

11組 55才以上

3組 60才以上

南毛利
スポーツセンター

3組



回数 期間/会場 参加数 種目 優勝 準優勝 3位 3位

高橋(真)・永重 加藤・尾崎 高橋・宮田 小林・石井
（ＨＫＦ・横浜テニスカレッジ) （YSC・京浜) (とつか) (あさひ・横浜テニスカレッジ)

品田・吉崎 石川・小畑 吉田・屋敷 高橋・鈴木(裕)
（あざみ野ローン・エバーグリーン) (市ヶ尾・大島フラワー) (京浜・YSC) (夢見ヶ崎・亀の甲山)

杉山・氏家 森・芦谷 横溝・東 石田・田代
(寒川ローン・相模原グリーン) (富士見・足柄ローン) (あざみ野ローン) (YSC)

境・石黒 津田・久宗 坂倉・シング 中野・武田

（YSC・西湘グリーン) (横須賀ダイヤランド・鎌倉シーサイド) （青葉台ローン・東急嶮山) （城郷・YSC）

神野・野崎 竹繁・木村

合計　118組 （湘南ファミリー・鎌倉シーサイド) （鳶尾)

2012年度より大会名変更

期間・会場 参加数 種目 優勝 準優勝 3位 3位

中村・硎野 佐々木・相原 高橋(真)・永重 島﨑・亀井

(リ．フレッシュ・YSC) （湘南ローン・YSC） （ＨＫＦ ・横浜テニスカレッジ) （TG茅ヶ崎・伊沢)

田中・井本 畑佐・今井 伊藤・髙橋 飯田・杉本
(森の里・磯子エレガンス） （YSC・磯子エレガンス) （ＹＳＣ　・夢見ヶ崎) （ＺＯＯ）

石田・田代 杉山・森 十河・若生 亀井・大串

（YSC) （寒川ローン・富士見） （YSC ・あざみ野ローン) （YSC)

大里・小清水 神長・長島 柳川・橋本 糠沢・時田

（小田急はたの） （湘南ファミリー・寒川ローン) （シードアヤセ) （ストローク)

野崎・神野 上松・久宗 原田・安原 竹繁・木村

合計　125組 （鎌倉シーサイド・湘南ファミリー) （小田急はたの・鎌倉シーサイド) (小田急はたの・YSC) (鳶尾)

高橋(真)・永重 渡邊・太田 石井(玲)・奥谷 清水(真)・清水(栄)
（ＨＫＦ ・エバーグリーン) （GODAI-TC・葉山) (GODAI-TC・市ヶ尾) (相模原グリーン)

岸本・畑佐 久保・品田 山田(小)・水川 西間木・今井

(ウインズ・YSC) (あざみ野ローン) (YSC・横浜ガーデン) (スマイルエース・磯子エレガンス)

志田・伊藤 石田・十河 鈴木(聡)・柴田 高西・富山

(プレストGT・南林間) (YSC) (鎌倉宮カントリー・YSC) (小田急はたの・TTK)

堀・中嶋 林・渡辺 野口・石井 武田・八尾村

(笠間・瀬谷グリーン) (シードアヤセ・笠間) (厚木国際) (YSC・TTK)

竹繁・木村 神野・野崎

合計　127組 (鳶尾) (湘南ファミリー・鎌倉シーサイド)

高橋(真)・大屋 渡邊・高橋(友) 佐藤(恵)・佐々木 4位　永重・柳沢

(HKF・ジュンレオ) (GODAI-TC・とつか) (メルコ鎌倉・湘南ローン) (エバーグリーン)

品田・久保 鈴木・畑佐 西間木・山口 今井・橋本

(あざみ野ローン) (横浜ガーデン・YSC) (スマイルエース・ウエスト横浜) (磯子エレガンス・TTC)

石川・橋本 東・柿沼 亀井・大串 石田・榎本

(市ヶ尾・FTC) (あざみ野ローン・レニックス) (YSC) (YSC)

佐藤(高)・諸江 小林(泰)・立原 堀・中嶋 中野・古川(志)

(メルコ鎌倉・霧が丘) (YSC) (笠間・瀬谷グリーン) (城郷・市ヶ尾)

野崎・津田 神野・小清水 竹繁・木村

合計　145組 (鎌倉シーサイド・横須賀ダイヤランド) (湘南ファミリー・小田急はたの) (鳶尾)

河村・星 小林・内藤 松尾・上山 4位　硎野・相原
(亀の甲山・セサミSC大船) (SCザバス) (エバーグリーン・あざみ野ローン) (YSC・YSC.TA)

村居・片倉 菊池・尾崎 鈴木・畑佐 田川・寒河江

(YSC) (オレンジライズ・京浜) (横浜ガーデン・YSC) (湘南平・荏原SSC)

柴田・田代 田中・古川(真) 西間木・山口 吉崎・井本

(YSC) (市ヶ尾) (スマイルエース・ウエスト横浜) (エバーグリーン・磯子エレガンス)

十河・伊藤 石田・榎本 長井・浦辺 佐藤・森村

(YSC・笠間) (YSC) (あざみ野ローン) (寒川ローン・シードアヤセ)

津田・野崎 昼間・原 神野・中野 武田・坂倉

合計　141組 (横須賀ダイヤランド・鎌倉シーサイド) (湘南ハンドレッド・大塚) (湘南ファミリー・城郷) (YSC・横浜ガーデン)

三ツ沢公園

4組 65才以上

第48回

2015年
10月14日～16日

64組 一般

34組 50才以上

30組 55才以上

9組 60才以上

11組 60才以上

南毛利
スポーツセンター

3組 65才以上

第46回

2013年
10月30日～11月1日

64組 一般

32組

第47回

2014年
10月7日～9日

64組 一般

40組 50才以上

27組 55才以上

50才以上

22組 55才以上

7組 60才以上

南毛利
スポーツセンター

2組 65才以上

JLTF神奈川県支部ダブルストーナメント大会

第45回

2012年
11月7日～9日

64組 一般

30組 50才以上

16組 55才以上

桃浜町庭球場
南毛利

スポーツセンター

11組 60才以上

4組 65才以上

6組 60才以上

南毛利
スポーツセンター

2組 65才以上

第44回

2011年
11月8日～10日

64組 一般

32組 50才以上

14組 55才以上



期間・会場 参加数 種目 優勝 準優勝 3位 3位

清水(真)・寺田 河村・星 渡邊・高橋(友) 4位　松尾・上山
(相模原グリーン・エバーグリーン) (GODAI-TC・セサミSC大船) (GODAI-TC・とつか) (エバーグリーン・あざみ野ローン)

楓・原 菊池・尾崎 山本・藤田 小林(博)・畑佐

(城郷・湘南平) (オレンジライズ・京浜) (ジュンレオ・coconuts) (ストーリィ・YSC)

田川・吉田 柴田・大串 吉崎・井本 白市(陽)・増田

(湘南平・京浜) (YSC) (エバーグリーン・磯子エレガンス) (あざみ野ローン・シードアヤセ)

立原・石田 加藤(千)・伊藤 長井・浦辺 照沼・古川(志)

合計141組 (YSC) (ウインズ・笠間) (あざみ野ローン) (市ヶ尾)

河村・星 寺田・松尾 清家・佐々木 4位　硎野・加藤
(GODAI-TC・セサミSC大船) (エバーグリーン) (RTS・湘南ローン) (YSC)

楓・原 望月・金子 青木・関 藤澤・足立

(城郷・湘南平) (サンブリッジ・YSC) (サンブリッジ・リフレッシュ) (YWP・YSC)

井本・吉崎 竹井・大谷 田川・橋本 立谷・高原
(磯子エレガンス・エバーグリーン) (YWP・霧が丘) (湘南平・FTC) (相模原グリーン・アミティー)

大串・宮原 菅原・若生 伊藤・高柳 田中・渡辺

(YSC・サンブリッジ) (あざみ野ローン) (シードアヤセ) (テニスプラザ戸塚)

昼間・原 木村・苅谷 中野・高須賀 畠山・木村

合計148組 (湘南ハンドレッド・大塚) (エバーグリーン) （城郷・横浜ガーデン) (旭台・TTA)

河村・星 硎野・髙木 松尾・寺田 4位　清家・佐々木
(GODAI-TC・セサミSC大船) (YSC) (チームD) (RTS・湘南ローン)

楓・原 飯野・泉 五代・佐々木 柳井・西井

(城郷・湘南平) (レニックス・松原TC横浜) (湘南ハンドレッド) (カトレア・寒川ローン)

品田・畑佐 古屋・上村 大石・室橋 白川・岡田
(あざみ野ローン・YSC) (鎌倉宮カントリー・鎌倉シーサイド) (テニスプラザ戸塚) (磯子エレガンス)

柴田・富田 福田・加藤 岩崎・亀井 田村・十河

(YSC) (SCザバス・横須賀ダイヤランド) (松原TC横浜・YSC) (鎌倉宮カントリー・YSC)

加藤・大塚 照沼・古川 三橋・西沢 畠山・木村

合計161組 (ウインズ・鎌倉宮カントリー) (市ヶ尾) (ティアラ・湘南ハンドレッド） (旭台・TTA)

河村・星 硎野・髙木 内藤・小林 ４位齋藤・佐々木
(GODAI-TC・セサミSC大船) (YSC) （ＳＣザバス） (個人・湘南ローン）

中口・菅井 楓・原 飯野・泉 井上・藤田

（とつか） （城郷・湘南平） （レニックス・松原ＴＣ横浜） （coconuts)

長倉・堀川 佐藤・鈴木 山本・山口 小城・石井

（ウッド） （あざみ野ローン・旭台） （ジュンレオ・ウエスト横浜） (ＳＰＣ等々力・ＴＴＫ）

川崎・上野 吉田・東 白鳥・碓井 柴田・大串
(相模原グリーン・ウッド) （京浜・あざみ野ローン） （あざみ野ローン・中央林間） （ＹＳＣ）

鈴木・加藤 若生・長井 大橋・大塚 坂倉・飯田

合計174組 （鎌倉宮カントリー・ウィンズ） （あざみ野ローン （ＴＴＲ・鎌倉宮カントリー （横浜ガーデン・南林間）

寺尾・松田 清家・村田 内藤・小林 硎野・髙木
(リーファTG・瀬谷グリーン) (リーファTG・GODAI-TC) （ＳＣザバス） (YSC）

田畑・改田 楓・原
（ベルエール・富士見） （城郷・湘南平）

畑佐・金子 藤田・井一

（YSC） （coconuts・ジュンレオ）

上村・古屋 鳥谷部・野崎
（鎌倉シーサイド・鎌倉宮カントリー) (湘南ファミリー・BEAT）

若生・福田 森村・伊藤

合計174組 (あざみ野ローン） (シードアヤセ）

第52回

2019年
10月29日～11月8日

66組 一般

46組 50才以上

39組 55才以上

三ツ沢公園
南毛利

スポーツセンター

15組 60才以上

8組 65才以上

第53回

2020年
10月27日～10月29

日

58組 一般

51組 50才以上

40組 55才以上

三ツ沢公園
南毛利

スポーツセンター

19組 60才以上

5組 65才以上

60才以上

4組 65才以上

第51回

2018年
10月31日～11月2日

64組 一般

41組 50才以上

37組 55才以上

三ツ沢公園
南毛利

スポーツセンター

14組

34組 55才以上

10組 60才以上

三ツ沢公園
本牧市民公園

4組 65才以上

55才以上

三ツ沢公園

8組 60才以上

第50回

2017年
10月31日～11月2日

61組 一般

39組 50才以上

第49回

2016年
10月12日～14日

64組 一般

36組 50才以上

33組


