
回数 期日・会場 参加数 優勝 準優勝 3位 3位

2005年12月6日 31組 鈴木・小俣 石井・瀬岡 鹿野・古畝 野崎・村上

(湘南ローン) (YSC・湘南ローン） (足柄ローン） （YSC・磯子エレガンス） (鎌倉シーサイド・上郷グリーンヒル）

115才以上 橋場・富田 昼間・久宗 横田・石黒 館岡 ・尾山

29組 (笠間・和泉） (上郷グリーンヒル・寒川ローン） 上郷グリーンヒル・西湘グリーン） (上郷グリーンヒル・鎌倉シーサイド）

125才以上 原田・米山 平山・前田

(湘南ローン) 10組 （サンブリッジ） （夢見ヶ崎・ケンウッドTC）

115才以上 高橋・津田 高橋・渡辺 小林・浜野 星野・野崎

32組 （東急嶮山・横須賀ダイヤランド） （小田急藤沢） （葉山・鎌倉宮カントリー） （鎌倉シーサイド）

125才以上 日下・村上 大関・大録

(湘南ローン) 12組 （上郷グリーンヒル・鎌倉シーサイド） （鎌倉宮カントリー・YSC）

115才以上 長島・高橋 坂口・諸江 橋本・柳川 飯田・礒渕

32組 （寒川ローン・東急嶮山） （あざみ野ローン・亀の甲山) (小田急藤沢) (ZOO・鎌倉シーサイド）

125才以上 瀬岡・石井 大関・大録

(湘南ローン) 14組 （足柄ローン） （鎌倉宮カントリー・YSC）

115才以上 横田・石黒 鈴木・神長 津田・上条 南部・井上

31組 (荏原SSC・西湘グリーン) (YSC・湘南ファミリー) (横須賀ダイヤランド・宮崎台) (エバーグリーン)

125才以上 尾山・村上 神野・中田

(湘南ローン) 12組 (鎌倉シーサイド) (湘南ファミリー・亀の甲山)

115才以上 橋場・伊藤 瀬岡・芦谷 甘粕・磯渕 南部・井上

29組 (笠間) (足柄ローン) (逗子・鎌倉シーサイド) (エバーグリーン)

125才以上 近藤・石井 高橋・石森

(湘南ローン) 10組 (足柄ローン) (AYS)

115才以上 境・粟野 井上・南部 福田・柿沼 甘粕・磯渕

32組 (YSC・鎌倉ローン) (エバーグリーン) (あざみ野ローン・レニックス) (逗子・鎌倉シーサイド)

125才以上 神野・野崎 武田・昼間 高橋・石森 大関・佐藤

(レニックス) 14組 (湘南ファミリー・鎌倉シーサイド) (YSC・上郷グリーンヒル) (AYS) (鎌倉宮カントリー・メルコ鎌倉)

115才以上 若生・十河 小野・須賀 堀部・松川 堀・中嶋

32組 (あざみ野ローン・瀬谷グリーン) (SPC等々力) (TTC・レニックス) (笠間・瀬谷グリーン)

125才以上 神野・只隈 野崎・津田 坂口・福田 大録・森山

(レニックス) 16組 (湘南ファミリー・相模原グリーン) (鎌倉シーサイド・横須賀ダイヤランド) (あざみ野ローン) (YSC・ルーネス)

115才以上 名取・石森 田中・十河 小野・須賀 駒・芦谷

40組 (HKF・AYS) (市ヶ尾・YSC) (SPC等々力) (ベルエール・足柄ローン)

125才以上 成澤・小野 白石・横川 神野・嵐 昼間・原

(レニックス) 12組 (レニックス) (レニックス) (湘南ファミリー・YSC) (上郷グリーンヒル・大塚)

115才以上 伊藤・志田 仲手川・篠田 長井・浦辺 東・柿沼

40組 (南林間・プレストGT) (芙蓉・TAF) (あざみ野ローン) (あざみ野ローン・レニックス)

125才以上 神野・鳥谷部 岩瀬・石川 白石・横川 井上・南部

(レニックス) 15組 (湘南ファミリー) (市ヶ尾) (レニックス) (エバーグリーン)

第10回

2014年
6月17日

(火)

第7回

2011年
5月31日

(火)

第8回

2012年
5月29日

(火)

第9回

2013年
5月21日

(火)

第6回

2010年
11月30日

(火)

すみれ会ダブルストーナメント

第1回

すみれ会ラピタカップ

第2回

2006年
11月21日

第3回

2007年
11月20日

第4回

2008年
11月25日

すみれ会ダブルストーナメント

第5回

2009年
11月24日

(火)



回数 期日・会場 参加数 優勝 準優勝 3位 3位

115才以上 福田・加藤 小野・石井 長井・品田 今井・川西

45組 （ＳＣザバス・横須賀ダイヤランド） （ＳＰＣ等々力） (あざみ野ローン) (相模原グリーン)

125才以上 白石・横川 諸江・佐藤 安原・渡辺 堀部・松川

(レニックス) 10組 （レニックス） （霧が丘・メルコ鎌倉) (湘南ハンドレット) (TTC・レニックス)

115才以上 細野・大原 佐藤(真)・白市(陽) 富田・百瀬 白市(悦)・小磯

47組 (大塚・TTC) (あざみ野ローン) (YSC) (あざみ野ローン)

125才以上 境・立原 上条・高野 西沢・三橋 辻本・三輪

(レニックス) 16組 (YSC) (宮崎台・HKF) (湘南ハンドレッド・ティアラ) (大和撫子)

115才以上 大串・高柳 小畑・及川 高原・立谷 津久井・浅野

44組 (YSC・シードアヤセ） （相模原グリーン) (アミティー・相模原グリーン) (シードアヤセ・MAHOTA)

125才以上 畠山・木村 大橋・大塚 髙野・上条 山口・敦井

(レニックス) 11組 (旭台・TTA) (TTR・鎌倉宮カントリー) (HKF・宮崎台) (ジュンレオ・霧が丘)

115才以上 山内・西間木 鈴木・鈴木 白鳥・両角 杉山・白幡

40組 (テニスプラザ戸塚・スマイルエース) (旭台・京浜) （あざみ野ローン・アイ） （ミニョン）

125才以上 今井・川西 加藤・伊藤 高柳・鈴木 鈴木・佐々木

(レニックス) 20組 (相模原グリーン) (相模原グリーン・シードアヤセ） （シードアヤセ・レニックス) (夢見ヶ崎)

115才以上 山口・橋本 吉田・田口 小林・尾藤 加藤・泉

40組 （ウエスト・TTC） （京浜・湘南平） （瀬谷グリーン・YSC） （ウインズ・松原TC横浜）

125才以上 東・柿沼 堀部・錦織 小野・須賀 坂倉・加藤

(レニックス) 20組 （あざみ野ローン・レニックス） （TTC・レニックス） ８SPC等々力） （横浜ガーデン）

第13回

2017年
7月18日

(火)

第15回

2019年
5月28日

(火)

第11回

2015年
7月21日

(火)

第12回

2016年
7月19日

(火)

第14回

2018年
5月29日

(火)


