
第1回 7組 55才以上 間宮・小林 武石・白石 鈴木・木太 戸沼・矢部

(湘南ローン） (鎌倉ローン・柿ノ木台グリーン) (横浜ガーデン・東林間) (鎌倉ローン)

16組 50～54才 松本・星 出光・鈴木 安達・鷹部屋 楢崎・高
(YITC・鎌倉宮カントリー) (湘南ローン) (鎌倉ローン) (鎌倉宮カントリー)

第2回 8組 55才以上 白石・木太 矢部・戸沼 武本・渡辺 武石・渡会

(柿ノ木台・東林間) (鎌倉ローン) (高麗山) (鎌倉ローン・高麗山)

17組 50～54才 松本・岡田 小野・五十嵐 出光・桑原 溝口・清水
(鎌倉ローン・鎌倉宮カントリー) (湘南ローン) (湘南ローン・カトレア) (鎌倉ローン・鎌倉宮カントリー)

第3回 8組 55才以上 大塚・星 白石・川手 渡会・武本 武石・間宮

(鎌倉宮カントリー) (柿ノ木台・辻堂ローン) (高麗山) (鎌倉ローン・湘南ローン)

26組 50～54才 飯沼・岡田 五十嵐・小野 出光・三好 清水・西本
(サントリー・鎌倉宮カントリー) (湘南ローン) (湘南インドア・アミー) (鎌倉宮カントリー・個人)

第4回 8組 55才以上 藤井・木太 武石・白石 塩野入・河西 安達・溝口

(横浜ローン・東林間) (鎌倉ローン・柿ノ木台) (二宮・鎌倉宮カントリー) (鎌倉ローン)

22組 50～54才 小野・五十嵐 出光・三好 布川・楢崎 岡田・諸隈

(湘南ローン) (湘南ローン・アミー) (鎌倉宮カントリー) (鎌倉宮カントリー)

第5回 7組 60才以上 間宮・村上 近藤・白石 矢部・小山 武石・戸沼
(湘南ローン・鎌倉ローン) (鎌倉ローン・柿ノ木台グリーン) (鎌倉ローン) (鎌倉ローン)

6組 55～59才 楢崎・鈴木 河西・塩野入 加藤・佐藤 行谷・高橋
(鎌倉宮カントリー・湘南ローン) (鎌倉宮カントリー・二宮) (亀の甲山・希望ヶ丘) (葉山インドア・希望ヶ丘)

24組 50～54才 岩本・高橋 岡田・小野 浅野・川本 飯沼・山下

合計37組 (鎌倉宮カントリー・柿ノ木台グリーン) (鎌倉宮カントリー・湘南ローン) (相模原・希望ヶ丘) (サントリー・亀の甲山)

第6回 5組 60才以上 間宮・小林 白石・塩野入 小松・木太 檜山・増田

(湘南ローン) (柿ノ木台グリーン・二宮) (本郷台・東林間) (金沢グリーン・希望ヶ丘)

5組 55～59才 木村・楢崎 出光・鈴木 星・松本 加藤・佐藤
(鎌倉ローン・鎌倉宮カントリー) (湘南ローン) (鎌倉宮カントリー・YITC) (亀の甲山)

26組 50～54才 小野・笹島 斎藤・柴崎 角・茂木 山本・坂本

合計36組 (湘南ローン・鎌倉ローン) (鎌倉宮カントリー) (本郷台) (レニックス・宮崎台)

第7回 8組 60才以上 木太・小林 白石・増田 武石・大塚 村上・塩野入

(東林間・湘南ローン) (柿ノ木台・希望ヶ丘) (鎌倉ローン・鎌倉宮カントリー) (鎌倉ローン・二宮)

6組 55～59才 小野・木村 伊藤・寺井 小松・藤原 楢崎・溝口
(港南ローン・鎌倉ローン) (鎌倉いずみ) (相模原グリーン・七里ヶ浜) (鎌倉宮カントリー・鎌倉ローン)

22組 50～54才 富岡・新田 登山・柳田 安達・寺岡 茂木・角

合計36組 (鵠沼・鵠沼グリーン) (本郷台・太平台) (茅ヶ崎ローゼ) (本郷台)

第8回 8組 60才以上 増田・塩野入 星・白石 小松・小林 渡会・木太

(希望ヶ丘・二宮) (鎌倉宮カントリー・青葉台田園) (本郷台・湘南ローン) (高麗山・東林間)

6組 55～59才 小野・岩本 寺井・伊藤 鈴木・越川 出光・三好
(湘南ローン・鎌倉宮カントリー) (鎌倉いずみ) (湘南ローン・寒川ローン) (湘南ローン・二宮)

25組 50～54才 田渕・宇野 佐藤・西牧 谷村・足立 新田・中野

合計39組 (タチバナ・湘南ローン) (横浜ローン・サンブリッジ) (上郷グリーンヒル) (鵠沼グリーン・寒川ローン)

優勝 準優勝 3位 4位

第9回 6組 60才以上 草生・藤井 武石・大塚

(夢見ヶ崎・横浜ローン) (鎌倉ローン・鎌倉宮カントリー)

13組 55才以上 布川・小野 岩本・斎藤 伊藤・寺井 越川・鈴木
(鎌倉宮カントリー・湘南ローン) (鎌倉宮カントリー) (鎌倉いずみ) (寒川ローン・湘南ローン)

26組 50才以上 荻島・田渕 西牧・箕浦 矢込・伊豆 中野・柳田

合計45組 (夢見ヶ崎・タチバナ) (サンブリッジ) (レニックス) (寒川ローン・太平台)

SSC

1989年
10月18日～
10月20日

SSC

1990年
10月30日～
11月1日

SSC

3組ずつのリーグ戦後、決勝戦
1991年

10月29日～
11月2日

1986年
10月27日～
10月29日

鎌倉ローン

1987年
11月24日～
11月30日

SSC

1988年
10月17日～
10月21日

SSC

1983年
11月1日～
11月2日

鎌倉ローン

1984年
10月29日～
10月31日

鎌倉ローン

1985年
10月28日～
10月30日

鎌倉ローン

武石杯
回数　/　期間

参加数 種目 優勝 準優勝 3位 3位
会場



5組 65才以上 間宮・大塚 村上・戸沼 矢部・近藤 小林・木太
(湘南ローン・鎌倉宮カントリー) (鎌倉ローン) (鎌倉ローン) (湘南ローン・東林間)

5組 60才以上 鈴木・楢崎 原口・阿部 草生・増田 安藤・相川
(湘南ローン・鎌倉宮カントリー) (湘南インドア・鎌倉シーサイド) (夢見ヶ崎ローン・希望ヶ丘) (HTM)

6組 55才以上 小野・笹島 伊藤・寺井 木村・金沢 奥野・陣内
(湘南ローン・鎌倉ローン) (鎌倉いずみ) (鎌倉ローン) (夢見ヶ崎ローン・鎌倉シーサイド)

33組 50才以上 伊豆・矢込 山本・中村 坪井・西尾 山下・佐藤

合計49組 (レニックス) (上郷グリーンヒル・横須賀ダイヤランド) (高麗山・サントリー) (相模原グリーン)

5組 65才以上 渡会・栗原 小林・木太 武石・大塚 増田・村上

(高麗山・小田急秦野) (湘南ローン・東林間) (鎌倉ローン・鎌倉宮カントリー) (希望ヶ丘・鎌倉ローン)

5組 60才以上 木村・楢崎 鈴木・井上 佐藤・高橋 原口・鈴木
(鎌倉ローン・鎌倉宮カントリー) (湘南ローン) (希望ヶ丘) (湘南インドア・テニスピア茅ヶ崎)

10組 55才以上 柴崎・小野 斉藤・矢野 井上・大沢 浅野・有沢
(鎌倉宮カントリー・鎌倉シーサイド) (鎌倉宮カントリー) (YSC・カルピス) (相模原・カルピス)

28組 50才以上 山本・河田 田渕・遠藤 桜井・並木 西牧・米山

合計48組 (宮崎台・寒川ローン) (タチバナ・登戸) (東海岸グリーン・テニスピア茅ヶ崎) (サンブリッジ)

5組 65才以上 塩野入・渡会 天野・栗原 間宮・小林 戸沼・白石

(二宮・高麗山) (荏原SSC・小田急秦野) (湘南ローン) (鎌倉ローン・青葉台田園)

6組 60才以上 楢崎・小島 星・出光 小野・木村 寺井・伊藤
(鎌倉宮カントリー・本郷台) (鎌倉シーサイド・湘南ローン) (鎌倉シーサイド・鎌倉ローン) (鎌倉宮カントリー・個人)

12組 55才以上 遠藤・田渕 山下・草水 菊地・伊豆 西牧・新田

(登戸・タチバナ) (相模原グリーン・菊名グリーン) (レニックス) (サンブリッジ・鵠沼グリーン)

26組 50才以上 原田・東樹 藤原・石井 沼山・日下 桜井・並木

合計49組 (サンブリッジ・上郷グリーンヒル) (オレンジヒル・足柄ローン) (相模原グリーン・上郷グリーンヒル) (東海岸グリーン・テニスピア茅ヶ崎)

第13回 8組 65才以上 ＊小林・間宮 ＊戸沼・白石 栗原・塩野入 渡会・小松

(湘南ローン) (鎌倉ローン・青葉台田園) (小田急秦野・二宮) (高麗山・本郷台)

4組 60才以上 1位：小野・布川 2位：塚田・小島 3位：寺井・伊藤 4位：鈴木・越川

(リーグ戦) (鎌倉シーサイド・鎌倉ローン) (本郷台) (鎌倉宮カントリー・セサミスポーツクラブ大船) (湘南ローン・寒川ローン)

14組 55才以上 高橋・田渕 平山・稲垣 谷村・足立 矢込・永井

合計26組 (相模原グリーン・タチバナ) (タチバナ・市ヶ尾) (上郷グリーンヒル・YSC) (レニックス・YSC)

6組 65才以上 村上・栗原 塩野入・増田 白石・天野 小松・加藤
(鎌倉ローン・小田急秦野) (二宮・希望ヶ丘) (青葉台田園・荏原SSC) (本郷台・相模原グリーン)

8組 60以上 飯沼・石塚 高橋・田村 小島・塚田 楢崎・寺井

(サントリー・ワールド) (相模原グリーン・東急嶮山) (本郷台) (鎌倉宮カントリー)

13組 55才以上 山下・平田 田渕・二之宮 谷村・足立 丸山・慎谷

(相模原グリーン) (タチバナ・相模原グリーン) (上郷グリーンヒル・YSC) (本郷台)

27組 50才以上 新井・田村 林・船橋 蓬莱・黒山 石井・原田

合計54組 (サントリー・鵠沼グリーン) (YSC) (霧ヶ丘・市ヶ尾) (足柄ローン・小田急秦野)

5組 65才以上 塩野入・増田 小松・白石 小林・木太

(リーグ戦) (二宮・希望ヶ丘) (横浜グリーン・青葉台田園) (湘南ローン・東林間)

11組 60才以上 飯沼・坂本 草水・山下 三宅・小野 浅野・永井

(サントリー・宮崎台) (NA城郷・亀の甲山) (小田急藤沢・鎌倉シーサイド) (カルピス・YSC)

21組 55才以上 田渕・二之宮 西牧・米山 村野・遠藤 山下・藤原
(タチバナ・相模原グリーン) (サンブリッジ) (宮崎台・登戸) (相模原グリーン・足柄ローン)

45組 50才以上 只隈・大谷 岩里・神野 小川・永嶋 新井・塚本

合計82組 (相模原グリーン) (旭台・湘南ファミリー) (YSC・サントリー) (サントリー・中央林間)

横浜スポーツマンクラブ

第14回

1996年
4月22日～
4月24日

鎌倉ローン

第15回

1997年
4月15日～
4月17日

1994年
10月25日～
10月27日

湘南ローン

1995年
4月24日～
4月26日

＊印･･･1ポイントハンディ（70才以上は1ポイントハンディ、80才以上は2ポイントハンディを付ける)
　　　　　ただし、対戦相手とのポイント差は最大で2ポイントとする。

湘南ローン

SSC

第11回

1993年
10月26日～
10月28日

SSC

第12回

3位 3位
会場

第10回

1992年
10月27日～
10月29日

回数　/　期間
参加数 種目 優勝 準優勝



5組 65才以上 草生・栗原 白石・小松 渡会・塚田 木村・楢崎
(夢見ヶ崎ローン・小田急秦野) (青葉台田園・横浜グリーン) (高麗山・サントリー) (鎌倉ローン・鎌倉宮カントリー)

10組 60才以上 田村・山下 草水・山下 鈴木・岡部 布川・竹沢
(東急嶮山・相模原グリーン) (菊名グリーン・亀の甲山) (夢見ヶ崎ローン・鎌倉ローン) (鎌倉ローン)

22組 55才以上 山本・川島 三浦・高坂 西室・矢込 竹繁・上松

(宮崎台・サントリー) (YSC・大塚) (宮崎台・レニックス) (伊勢原・小田急秦野)

43組 50才以上 神野・嵐 小田・西村 新井・藤倉 松岡・永嶋

合計80組 (湘南ファミリー・YSC) (東急嶮山) (サントリー・厚木国際) (サントリー)

7組 65才以上 寺井・伊藤 塩野入・栗原 木村・楢崎 草生・新海
(鎌倉宮カントリー・個人) (二宮・小田急はたの) (鎌倉ローン・鎌倉宮カントリー) (夢見ヶ崎ローン・鎌倉シーサイド)

11組 60才以上 坂本・飯沼 田渕・遠藤 平山・丸山 新田・浅野

(宮崎台・サントリー) (タチバナ) (タチバナ) (鵠沼グリーン・カルピス)

17組 55才以上 小川・石井 山本・河田 竹繫・上松 三浦・大録

(YSC・足柄ローン) （宮崎台・寒川ローン） （伊勢原・小田急はたの） （YSC）

43組 50才以上 土屋・嵐 大谷・只隈 鈴木・斉藤 田辺・若島

合計78組 （SCエスタ・YSC） （相模原グリーン） （YSC） （市ヶ尾・テニスハウスジップ）

4組 65才以上 坂本・飯沼 塩野入・栗原 草生・新海 白石・渡会

（宮崎台・サントリー） （二宮・小田急はたの） （夢見ヶ崎ローン・鎌倉シーサイド） （青葉台田園・高麗山）

10組 60才以上 田渕・遠藤 田村・二之宮 国広・矢込 平山・丸山

（タチバナ・YSC） （東急嶮山・相模原グリーン） （宮崎台・レニックス） （タチバナ）

23組 55才以上 鈴木・白井 小川・両角 大関・白石 山本・桜井

（YSC・和泉） （YSC・サントリー） （横須賀ダイヤランド・サントリー） （鎌倉ローン・パレット）

57組 50才以上 境・岩里 大谷・只隈 神野・神長 日下・土屋

合計94組 （YSC・旭台） （相模原グリーン） （湘南ファミリー） （希望ヶ丘・SCエスタ）

5組 65才以上 斉藤・布川 草生・増田 永井・坂本 渡会・白石
(鎌倉宮カントリー・鎌倉ローン) (夢見ヶ崎ローン・希望ヶ丘) (YSC・宮崎台) (高麗山・青葉台田園)

8組 60才以上 茂原・矢込 稲垣・国広 遠藤・藤原 田渕・橋山
(小田急藤沢・レニックス) (市ヶ尾・宮崎台) (YSC・個人) (タチバナ・NA城郷)

26組 55才以上 及能・関場 小川・白井 野崎・村上 滝本・大谷
(サントリー・上郷グリーンヒル) (YSC・和泉) (鎌倉シーサイド・上郷グリーンヒル) (相模原グリーン)

66組 50才以上 嵐・境 望月・丸田 長島・小泉 岩里・神長

合計105組 (YSC) (YSC) (寒川ローン) (旭台・湘南ファミリー)

10組 65才以上 坂本・飯沼 川島・斉藤 山下・草水 竹沢・山下

(宮崎台・サントリー) (七里ヶ浜・鎌倉宮カントリー) (亀の甲山・NA城郷) (鎌倉ローン)

6組 60才以上 高橋・三浦 矢込・遠藤 村野・佐藤 菊地・伊豆

(相模原グリーン・YSC) (レニックス・YSC) (宮崎台) (レニックス)

26組 55才以上 神野・吉岡 野崎・村上 入澤・稲葉 永野・黒山
(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) (NA城郷) (テニスプラザ戸塚・市ヶ尾)

63組 50才以上 境・間宮 横田・島路 飯塚・渡辺 長島・神長

合計105組 (YSC・湘南ハンドレッド) (上郷グリーンヒル・瀬谷グリーン) (東急嶮山) (寒川ローン・湘南ファミリー)

3組 70才以上 塩野入・栗原 塚田・楢崎 成田・白石

（二宮・小田急はたの） （サントリー・鎌倉宮カントリー） （青葉台田園）

7組 65才以上 田村・高橋 山下・飯沼 山下・竹沢 草水・山下

（東急嶮山・都岡） （相模原グリーン・サントリー） （鎌倉ローン） （NA城郷・亀の甲山）

10組 60才以上 石井・松丸 遠藤・稲垣 川島・白石 竹繁・上松
（足柄ローン・湘南ローン） （YSC・市ヶ尾） （サントリー） （伊勢原・小田急はたの）

30組 55才以上 神野・嵐 野崎・村上 岩里・及能 横田・加藤

（湘南ファミリー・YSC） （鎌倉シーサイド・上郷グリーンヒル） （旭台・YITC） （上郷グリーンヒル・寒川ローン）

67組 50才以上 檜垣・渡辺 小久保・森 來島・土屋 長島・神長

合計117組 （東急有馬・東急嶮山） （鵠沼グリーン） (YSC・相模原グリーン） （寒川ローン・湘南ファミリー）

第21回

2003年
4月1日～
4月4日

横浜スポーツマンクラブ

横浜スポーツマンクラブ

第20回

2002年
4月2日～
4月4日

横浜スポーツマンクラブ

第18回

2000年
4月4日～
4月7日

横浜スポーツマンクラブ

第19回

2001年
4月3日～
4月5日

横浜スポーツマンクラブ

第17回

1999年
4月6日～
4月8日

横浜スポーツマンクラブ

準優勝 3位 3位
会場

第16回

1998年
4月14日～
4月20日

回数　/　期間
参加数 種目 優勝



4組 70才以上 栗原・増田 白石・成田 渡会・高 塩野入・新海
（小田急はたの・希望ヶ丘） （青葉台田園） （湘南平・鎌倉宮カントリー） （二宮・鎌倉シーサイド）

7組 65才以上 田村・国広 坂本・山下 草水・平山 川島・斉藤

（東急嶮山・宮崎台） （宮崎台・亀の甲山） （グレイス・夢見ヶ崎） （鎌倉宮カントリー）

12組 60才以上 松本・秋山 小川・大関 板谷・松丸 石井・山本
（亀の甲山・城郷クラブ） （YSC・横須賀ダイヤランド） （YSC・湘南ローン） （足柄ローン・宮崎台）

36組 55才以上 神野・吉岡 津田・横田 小泉・加藤 嵐・土屋
（湘南ファミリー・中央林間） （横須賀ダイヤランド・上郷グリーンヒル） （寒川ローン） （YSC・SCアクア）

68組 50才以上 檜垣・氏家 境・望月 竹内・佐伯 橋本・渡辺

合計127組 （東急有馬・相模原グリーン） （YSC） （サントリー・上郷グリーンヒル） （夢見ヶ崎・東急嶮山）

2組 75才以上 秋山・佐藤 柳川・栗原

（Jクラブ） （ベルエール・小田急はたの）

2組 70才以上 成田・白石 渡会・松本

（青葉台田園） （湘南台・YITC）

5組 65才以上 田村・山下 遠藤・田渕
（東急嶮山・相模原グリーン） （YSC・個人）

13組 60才以上 小川・岩里 関場・及能 大関・大録 小山・山本

（YSC・旭台） （上郷グリーンヒル・YITC） （横須賀ダイヤランド・YSC） （上郷グリーンヒル）

34組 55才以上 境・竹内 神長・土屋 加藤・神野 横田・津田

（YSC・エバーグリーン） （湘南ファミリー・SCアクア） （平塚ファミリー・湘南ファミリー） （上郷グリーンヒル・横須賀ダイヤランド）

56組 50才以上 兵頭・岡田 望月・氏家 堀・中嶋 橋本・太田

合計112組 （登戸・宮崎台） （YSC・相模原グリーン） （笠間・瀬谷グリーン） （夢見ヶ崎・YITC）

2組 75才以上 塩野入・増田 柳川・小熊

（二宮・希望ヶ丘） （ベルエール・個人）

2組 70才以上 川島・斉藤 中村・石塚

（鎌倉宮カントリー） （エバーグリーン）

4組 65才以上 山下・平田 遠藤・田渕
（相模原グリーン・大島フラワー） （登戸・個人）

13組 60才以上 野崎・村上 高原・池田
（鎌倉シーサイド・上郷グリーンヒル） （TAF・夢見ヶ崎）

45組 55才以上 境・望月 大谷・只隈 加藤・長島 佐藤・近藤

（YSC） （相模原グリーン） （寒川ローン） （大磯ローン）

74組 50才以上 石崎・田村 檜垣・杉山 森・芦谷 森山・青木

合計140組 （エバーグリーン） （東急有馬・寒川ローン） （足柄ローン） （ルーネス・逗子）

2組 75才以上 柳川・塩野入・ 増田・加藤

（ベルエール・二宮） （希望ヶ丘・鎌倉ローン）

2組 70才以上 斉藤・古木 高井・赤峰

（鎌倉宮カントリー） （テッセン）

6組 65才以上 山下・板谷 村野・遠藤
（相模原グリーン・YSC） （川崎・登戸）

17組 60才以上 竹繁・上松 牛村・松丸

（鳶尾・小田急はたの） （上郷グリーンヒル・湘南ローン）

45組 55才以上 境・檜垣 村上・野崎 津田・平田 丹野・甘粕

（YSC・東急有馬） （鎌倉シーサイド） （横須賀ダイヤランド・湘南ローン） （上郷グリーンヒル・逗子）

95組 50才以上 加藤・長谷場 岸宗・待鳥 石田・丸田 森・芦谷

合計167組 （相模原グリーン・エバーグリーン） （SCアクア・京浜） （YSC） （足柄ローン）

横浜スポーツマンクラブ

横浜スポーツマンクラブ

第25回

2007年
4月3日～
4月5日

本牧市民公園

第24回

2006年
4月4日～
4月7日

横浜スポーツマンクラブ

第23回

2005年
4月5日～
4月7日

3位 3位
会場

第22回

2004年
4月6日～
4月8日

回数　/　期間
参加数 種目 優勝 準優勝



2組 70才以上 坂本・斉藤 石塚・荒井
（宮崎台・鎌倉宮カントリー） （エバーグリーン・七里ヶ浜）

9組 65才以上 小川・石井 山下・高橋

（YSC・足柄ローン） （相模原グリーン）

15組 60才以上 久宗・野崎 大関・加藤
（ラック・鎌倉シーサイド） （鎌倉宮カントリー・平塚ファミリー）

47組 55才以上 境・橋本 檜垣・望月 瀬岡・石黒 大里・小清水

（YSC・夢見ヶ崎） （横浜ガーデン・YSC） （足柄ローン・西湘グリーン） （小田急はたの）

99組 50才以上 杉山・氏家 和田・山野 十河・佐藤 平田・長谷場

合計172組 （寒川ローン・相模原グリーン） （足柄ローン・SCアクア） （瀬谷グリーン・メルコ鎌倉） （湘南ローン・エバーグリーン）

7組 65才以上 小川・牛村 石井・滝本 上松・竹繁 白石・池田

(YSC・葉山) (足柄ローン・相模原グリーン) (小田急はたの・鳶尾) (レニックス・夢見ヶ崎)

21組 60才以上 石黒・瀬岡 大谷・只隈 西村・土屋 千葉・松井
(西湘グリーン・足柄ローン) (相模原グリーン) (東急嶮山・SCアクア) (中央林間・宮崎台)

36組 55才以上 境・氏家 平田・佐伯 兵藤・橋本 昼間・丹野

(YSC・相模原グリーン) (湘南ローン・エバーグリーン) (登戸・夢見ヶ崎) (上郷グリーンヒル)

113組 50才以上 若生・東 山内・平尾 舘・須藤 森・芦谷

合計177組 (あざみ野ローン) (テニスプラザ戸塚・レニックス) (亀の甲山・瀬谷グリーン) (富士見・足柄ローン)

3組 70才以上 山下・久保田 鈴木・平山 齋藤・岡部
(相模原グリーン・荏原SSC) (夢見ヶ崎) (鎌倉宮カントリー・鎌倉ローン)

9組 65才以上 大関・村上 白石・石井 山本・坂口 竹繁・上松
(鎌倉宮カントリー・鎌倉シーサイド) (レニックス・足柄ローン) (宮崎台・あざみ野ローン) (鳶尾・小田急はたの)

20組 60才以上 境・石黒 千葉・松井 諸江・中野 大谷・只隈

(YSC・西湘グリーン) (中央林間・宮崎台) (亀の甲山・城郷) (相模原グリーン)

48組 55才以上 杉山・氏家 若生・福田 十河・柿沼 田村・朝尾
(寒川ローン・相模原グリーン) (あざみ野ローン) (瀬谷グリーン・レニックス) (BEAT)

112組 50才以上 平尾・石崎 柴田・屋敷 田原・上村 横溝・吉崎

合計192組 (レニックス・エバーグリーン) (YSC) (ストローク・鎌倉シーサイド) (あざみ野ローン・エバーグリーン)

2組 70才以上 稲垣・山下 平山・鈴木
(市ヶ尾・相模原グリーン) (夢見ヶ崎)

8組 65才以上 野崎・村上 神野・成澤 原田・石井 牛村・瀧本
(鎌倉シーサイド・鎌倉ローン) (湘南ファミリー・レニックス) (小田急はたの・足柄ローン) (葉山・相模原グリーン)

19組 60才以上 境・望月 武田・中野 井澤・塚脇 坂倉・矢後

(YSC) (YSC・城郷) (アンデス・鎌倉ローン) (青葉台ローン・横浜ガーデン)

43組 55才以上 鳥谷部・杉山 柿沼・十河 芦谷・森 松井・森谷
(湘南ファミリー・寒川ローン) (レニックス・瀬谷グリーン) (足柄ローン・富士見) (葉山・個人)

114組 50才以上 村上・山野 屋敷・柴田 東・吉崎 岸宗・高西

合計186組 (東急嶮山・SCアクア) (YSC) (あざみ野ローン・エバーグリーン) (SCアクア・小田急はたの)

3組 70才以上 栗田・三浦 山田(邦)・板谷 山下（博）・平山

(鎌倉ローン・YSC) (YSC) (相模原グリーン・夢見ヶ崎)

10組 65才以上 神野・只隈 加藤・大関 竹繁・上松 岡本・大録
(湘南ファミリー・相模原グリーン) (平塚ファミリー・鎌倉宮カントリー) (鳶尾・小田急はたの) (YSC)

24組 60才以上 井澤・望月 大里・小清水 松井・石黒 星野・津田

(アンデス・YSC) (小田急はたの) (宮崎台・湘南ローン) (鎌倉ローン・横須賀ダイヤランド)

53組 55才以上 十河・若生 須藤・福田 朝尾・田村 田中・古久保
(瀬谷グリーン・あざみ野ローン) (瀬谷グリーン・あざみ野ローン) (BEAT) (市ヶ尾・ベル野あざみ)

97組 50才以上 村上・鈴木(裕) 田川・水川 田原・上村 伊藤・田代

合計187組 (東急嶮山・亀の甲山) (湘南平・横浜ガーデン) (ストローク・鎌倉シーサイド) (YSC)

横浜スポーツマンクラブ

南毛利スポーツセンター

横浜スポーツマンクラブ

第30回

2012年
4月3日(火)

～
4月5日(木)

南毛利スポーツセンター

第28回

2010年
4月6日(火)

～
4月8日(木)

相模原グリーン

横浜スポーツマンクラブ

第29回

2011年
4月5日(火)

～
4月７日(木)

横浜スポーツマンクラブ

第27回

2009年
4月7日(火)

～
4月9日(木)

横浜スポーツマンクラブ

3位
会場

第26回

2008年
4月1日～
4月3日

回数　/　期間
参加数 種目 優勝 準優勝 3位



2組 70才以上 竹繁・木村 森・阿部(千）

(鳶尾) (大塚・リリーズ)

8組 65才以上 岩里・及能 神野・野崎 中田・安原 昼間・原

(旭台・YITC) (湘南ファミリー・鎌倉シーサイド) (亀の甲山・YSC) (上郷グリーヒル・大塚)

28組 60才以上 朝尾・田村 林・渡辺 堀・中嶋 千葉・福田

(BEAT) (シードアヤセ・笠間) (笠間・瀬谷グリーン) (中央林間・あざみ野ローン)

58組 55才以上 吉田・岸本 屋敷・柴田 村上・山野 東・柿沼

(京浜・ウインズ) (YSC) (東急あざみ野・ＳＣザバス) (あざみ野ローン・レニックス)

89組 50才以上 山田(環)・阿部 片倉・村居 相原・横川 鈴木(裕)・畑佐

合計185組 (YSC) (YSC) (レニックス) (亀の甲山・YSC)

2組 70才以上 竹繁・木村 大関・瀧本

(鳶尾) (鎌倉宮カントリー・相模原グリーン)

5組 65才以上 神野・中野 昼間・原 堀内・上松 宮本・本郷
(湘南ファミリー・伊勢原) (鎌倉宮カントリー・大塚) (小田急はたの) (レニックス)

23組 60才以上 兵藤・氏家 長井・浦辺 小林・立原 甘粕・丹野

(登戸・相模原グリーン) (あざみ野ローン) (YSC) (逗子・鎌倉宮カントリー)

59組 55才以上 東・柿沼 須藤・川島 萱場・石丸 杉山・高西
(あざみ野ローン・レニックス) (YSC) (ストローク) (寒川ローン・小田急はたの)

80組 50才以上 尾崎・村居 鈴木(裕)・畑佐 白幡・杉山 田川・片倉

合計169組 (京浜・YSC) (亀の甲山・YSC) (KITTY) (湘南平・YSC)

4組 65才以上 神野・中野 竹繁・木村 本郷・宮本 昼間・原

(湘南ファミリー・城郷) (鳶尾) (レニックス) (湘南ハンドレッド・大塚)

21組 60才以上 伊藤・十河 南部・井上 田中・宮入 照沼・古川(志)

(笠間・YSC) (エバーグリーン) (サンブリッジ・ストローク) (市ヶ尾)

57組 55才以上 井本・吉崎 高西・須藤 石川・橋本 東・白市(悦)
(磯子エレガンス・エバーグリーン) (小田急はたの・YSC) (市ヶ尾・FTC) (あざみ野ローン)

85組 50才以上 楓・水川 西間木・山口 藤田・山本 村居・高橋(誠)

合計167組 (城郷・横浜ガーデン) (スマイルエース・ウエスト横浜) (coconuts・HKF) (YSC・とつか)

3組 70才以上 昼間・原 瀧本・神野 竹繁・木村

(湘南ハンドレッド・大塚) (BEAT・湘南ファミリー) (鳶尾)

2組 65才以上 境・望月 苅谷・木村

(YSC) (エバーグリーン)

25組 60才以上 柿沼・東 芦谷・森 畠山・木村 高野・秋山
(レニックス・あざみ野ローン) (足柄ローン・富士見) (旭台・TTA) (HKF・YSC)

60組 55才以上 鳥谷部・野崎 片倉・屋敷 田川・橋本 柴田・山内

(湘南ファミリー・BEAT) (YSC) (湘南平・FTC) (YSC・テニスプラザ戸塚)

85組 50才以上 楓・原 菊池・尾崎 阿部・水川 西川・畑佐

合計175組 (城郷・湘南平) (オレンジライズ・京浜) (YSC・横浜ガーデン) (YSC)

3組 70才以上 舘岡・成澤 昼間・原 竹繁・木村

(レニックス) (湘南ハンドレッド・大塚) (鳶尾)

5組 65才以上 中野・高須賀 木村・苅谷 畠山・木村 堀部・松川

(城郷・横浜ガーデン) (エバーグリーン) (旭台・TTA) (TTC・レニックス)

31組 60才以上 横溝・柿沼 大橋・大塚 菅原・田辺 河野・占部
(あざみ野ローン・レニックス) (TTR・鎌倉宮カントリー) (あざみ野ローン・ウィンフィールド) (霧が丘)

64組 55才以上 水川・加藤 柴田・富田 西間木・山内 田川・橋本

(横浜ガーデン) (YSC) (スマイルエース・テニスプラザ戸塚) (湘南平・FTC)

87組 50才以上 原・相原 竹内・益子 高橋(誠)・藤原 高橋(圭)・中島

合計190組 (湘南平・YSCTA) (ジュンレオ) (とつか・TeamMaple) (オレンジライズ・ケンウッドTC)

横浜スポーツマンクラブ

第35回

2017年
4月4日(火)

～
4月6日(木)

南毛利スポーツセンター

横浜スポーツマンクラブ

第34回

2016年
5月10日(火)

～
5月12日(木)

南毛利スポーツセンター

南毛利スポーツセンター

横浜スポーツマンクラブ

第33回

2015年
4月7日(火)

～
4月10日(金)

南毛利スポーツセンター

横浜スポーツマンクラブ

南毛利スポーツセンター

横浜スポーツマンクラブ

第32回

2014年
4月1日(火)

～
4月3日(木)

3位 3位
会場

第31回

2013年
4月3日(水)

～
4月5日(金)

回数　/　期間
参加数 種目 優勝 準優勝



3組 70才以上 昼間・原 稲垣・岩瀬 佐伯・上野

(湘南ハンドレッド・大塚) (市が尾) (湘南ローン)

10組 65才以上 浦辺・長井 田村・朝尾 畠山・木村 西澤・三橋

(あざみ野ローン） (BEAT) (旭台・TTA) (湘南ハンドレッド・ティアラ)

36組 60才以上 鳥谷部・野崎 柴田・富田 田村・石崎 島津・山形

(湘南ファミリー・BEAT) (YSC) (エバーグリーン) (カトレア・ウインズ)

57組 55才以上 上村・古屋 黒木・小畑 田川・橋本 品田・久保
(鎌倉シーサイド・鎌倉宮カントリー) (下川井・大島フラワー） (湘南平・FTC) (あざみ野ローン）

89組 50才以上 井野・相原 小川・由良 成田・関 菅井・中口

合計195組 (ジュンレオ・YSCTA) (MFTC) (城郷・あざみ野ローン) (とつか)

4組 70才以上 宮本・松川 山脇・上条

(レニックス) (鎌倉宮カントリー・横浜ガーデン)

10組 65才以上 鈴木・加藤 飯田・坂倉 若生・立原 佐藤・武田
（鎌倉宮カントリー・ウインズ） （南林間・横浜ガーデン） (あざみ野ローン・YSC） (メルコ鎌倉・YSC）

30組 60才以上 古屋・上村 白鳥・碓井 嶋津・山形 石崎・田村
(鎌倉宮カントリー・鎌倉シーサイド) (あざみ野ローン・中央林間) （カトレア・ウインズ） （湘南ハンドレット・鎌倉宮カントリー）

61組 55才以上 片倉・金子 小林・橋本 藤澤・足立 杉山・藤田

（YSC） (神奈川デフ・TTC） （YWP・YSC） （SALLY・coconuts)

90組 50才以上 井野・井口 石井・鈴木 中村・高桑 古屋・伴

合計195組 （ジュンレオ・YSC） （GODAI-TC・YSC） （フォルツァ桃組・ジュンレオ） （ケンウッドTC・SALLY）

5組 70才以上 境・竹内 武田・橋場

(YSC/すずらんの会) (YSC・シ－ドアヤセ)

8組 65才以上 畠山・木村 立原・石田

（旭台・TTA） （YSC）

34組 60才以上 柴田・屋敷 笠井・長谷川

(YSC) (TTK)

55組 55才以上 藤井・山口 泉・飯野
（鎌倉宮カントリー・ウエスト横浜） (松原TC横浜・レニックス）

77組 50才以上 横松・大竹 右田・玉井

合計179組 （ジュンレオ・チームD） （ジュンレオ・ESSC）

第38回

2020年
3月24日(火)

～
3月27日(木)

横須賀ダイヤランドテニスクラブ

横浜スポーツマンクラブ

横浜スポーツマンクラブ

3位
会場

第36回

2018年
3月27日(火)

～
3月29日(木)

レニックス

回数　/　期間
参加数 種目 優勝 準優勝 3位

第37回

2019年
3月26日(火)

～
3月28日(木)

南毛利スポーツセンター

横浜スポーツマンクラブ














