
回

男子B級 男子C級 女子 男子B級 女子 男子B級 女子

1977　春 1 三菱重工A ----- 三菱重工 三菱重工-1R -----

      秋 2 三菱重工A ----- 北里学園A 三菱重工 三菱重工-準優勝 -----

1978　春 3 三菱重工A ----- 昭和石油A 三菱重工 エントリミス ----- 愛　川

      秋 4 ｷｬﾀﾋﾟﾗｰ三菱A ----- 北里学園A 三菱重工

1979　春 5 三菱重工A ----- 北里学園A 三菱重工 三菱重工- 大　和

      秋 6 ----- 三菱重工 川　崎

1980　春 7 三菱重工A ----- 三菱重工 三菱重工- 平　塚

      秋 8 三菱重工B ----- 北里学園A 三菱重工 三菱重工- 川　崎

1981　春 9 三菱重工A ----- 昭和石油A 三菱重工 三菱重工- 川　崎

      秋 10 日金工A ----- 北里学園A 三菱重工 日金工- 横須賀

1982　春 11 三菱重工A ----- 三菱重工 三菱重工- 厚　木

      秋 12 日本電気A ----- 日金工A 三菱重工 鎌　倉

1983　春 13 ----- 三菱重工A 三菱重工 三菱重工- 座　間

      秋 14 三菱重工A ----- 三菱重工A 三菱重工- 三菱重工- 横　浜

1984　春 15 三菱重工A ----- 昭和石油A 日本電気 三菱重工- 三菱重工- 川　崎

      秋 16 三菱重工A ----- 北里学園A ｷｬﾀﾋﾟﾗ三菱 三菱重工- 北里学園- 座間･鎌倉

1985　春 17 三菱重工A 三菱電機A 北里学園A 三菱電機 三菱重工- 北里学園- 愛　川

      秋 18 三菱重工A 北里学園A 北里学園A ｾﾝﾄﾗﾙ自動車 三菱重工- 北里学園- 相模原

1986　春 19 三菱重工A 昭和シェルA 北里学園A 日金工 三菱重工- 北里学園- 大　和

      秋 20 三菱重工A 相模中研A 北里学園A 昭和電線 三菱重工-2R 北里学園-SF 厚　木

1987　春 21 北里学園A 日産自動車A 北里学園A 市役所 三菱重工-SF 北里学園-SF 秦　野

      秋 22 日産自動車A 市役所A 北里学園A 日産自動車 北里学園- 北里学園- 小田原

1988　春 23 日産自動車A 昭和電線A 北里学園A 相模中研 日産自動車- 北里学園- 平　塚

      秋 24 日産自動車A 三菱電機A 北里学園A 山村硝子 日産自動車- 北里学園- 藤　沢

1989　春 25 三菱電機A 住友3MA 北里学園A 新日本製鐵 日産自動車- 北里学園- 伊勢原

      秋 26 三菱電機A 日本板硝子A 北里学園A オハラ 三菱電機- 北里学園-優勝 茅ヶ崎

1990　春 27 三菱重工A 帝人A 北里学園A 北里学園 三菱電機- 北里-　板硝子- 寒　川

      秋 28 三菱重工A 北里学園A 北里学園A カヤバ 三菱重工-2R 北里学園-優勝 愛　川

1991　春 29 三菱電機A 日本ﾏﾗﾝﾂA 北里学園A 昭和電線 三菱重工-2R 北里A -QF、北里B-2R 横須賀

      秋 30 三菱重工A ｱｲﾀﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞA 北里学園A 帝人 電機-QF、重工-SF 北里学園-優勝 相模原

1992　春 31 新ｷｬﾀﾋﾟﾗ三菱A 三菱重工A 北里学園A 日産自動車 三菱重工-2R 北里学園-SF 横　浜

      秋 32 三菱電機A 日本電気A 北里学園A 日本板硝子 新キャタ-２R 北里学園-SF 川　崎

1993　春 33 昭和シェルA 新日本製鐵A 北里学園A 日本マランツ 三菱電機-１R 北里学園-QF 鎌　倉

      秋 34 日本電気A 住友３MA 日本電気C ｱｲﾀﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 昭和シェル-QF 北里学園-2R 厚　木

1994　春 35 日本電気A 三菱電機A 北里学園A 三菱重工 日本電気-SF 日本電気-QF 秦　野

      秋 36 日本電気A 在日米軍A 北里学園A 日本電気 日本電気-QF 北里学園-SF 座　間

1995　春 37 日本電気A 三菱重工A 北里学園A 新日本製鐵 日本電気-優勝 北里学園-2R 海老名

      秋 38 三菱電機A 浄水場A ｱｲﾀﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞA 住友３Ｍ 1 住友３MB カヤバ 競技部 住友３M-２R 北里学園-QF 藤　沢

1996　春 39 三菱重工A 東プレA 北里学園A 三菱電機 2 三菱電機 北里学園 １回男子１位 住友３M-２R カヤバ-2R

      秋 40 日産自動車A 市役所A 日本電気C 在日米軍 3 三菱電機 日本電気 ２回女子１位 三菱電気-QF 北里学園-準優勝

1997　春 41 市役所B 三菱重工A ｱｲﾀﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞA 三菱重工 4 新ｷｬﾀﾋﾟﾗ三菱 北里学園 ３回男子２位 三菱電気-QF 北里学園-2R 平　塚

      秋 42 住友3MB ｼｭﾙﾝﾍﾞﾙｼﾞｭA 新ｷｬﾀﾋﾟﾗ三菱A 浄水場 5 市役所A 北里学園 ４回女子２位 新キャタ三菱-QF 北里学園-2R 小田原

1998　春 43 市役所A 日本電気B カヤバA 東プレ 6 市役所 北里学園 ５回男子３位 市役所-SF 北里学園-QF 川　崎

      秋 44 ｼｭﾙﾝﾍﾞﾙｼﾞｭA 協栄産業A ｼｭﾙﾝﾍﾞﾙｼﾞｭB 市役所 7 市役所A 北里学園 ６回女子３位 市役所-SF 北里学園-QF 鎌　倉

1999　春 45 東プレA 大和製缶A 日本電気A 三菱重工 8 市役所 日本電気 ７回男子１位 市役所-F 北里学園-2R 茅ヶ崎

      秋 46 三菱電機A 三菱ふそうA 大和ハウスA ｼｭﾙﾝﾍﾞﾙｼﾞｪ 9 住友３MA 北里学園A ８回女子１位 市役所-SF 日本電気-2R 愛　川

2000　春 47 新ｷｬﾀﾋﾟﾗ三菱A 新ｷｬﾀﾋﾟﾗ三菱A 北里学園A 日本電気 10 市役所A 北里学園A ９回男子２位 市役所-SF、3M-QF 北里-QF、日電-2R 相模原

      秋 48 大和製缶A 日本電気B 日本電気A 協栄産業 11 市役所B 日本電気A 10回女子２位 市役所-優勝 北里学園-QF 大　和

2001  春 49 三菱電機A カヤバ工業A ｱｲﾀﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞA 大和製缶 12 三菱ふそうA 北里学園A 11回男子３位 市役所-2R 北里学園-2R 横須賀

      秋 50 三菱重工A サーディーンA 住友３MA 三菱ふそう 13 市役所 北里学園A 12回女子３位 三菱ふそう-2R 北里学園-ﾍﾞｽﾄ4 横　浜

2002  春 51 ｼｭﾙﾝﾍﾞﾙｼﾞｭA 日本電気B 北里学園A 新ｷｬﾀﾋﾟﾗ三菱 14 新ｷｬﾀﾋﾟﾗｰ三菱 北里学園 13回男子１位 市役所-ﾍﾞｽﾄ8 北里学園-ﾍﾞｽﾄ8 秦　野

      秋 52 北里学園A 日本電気A 市役所A 日本電気 15 新ｷｬﾀﾋﾟﾗｰ三菱 北里学園A 14回女子１位 新ｷｬﾀﾋﾟﾗｰ 準優勝 北里学園-2R 厚　木

2003  春 53 米軍座間A 三菱ふそうA 新ｷｬﾀﾋﾟﾗ三菱A カヤバ工業 16 新ｷｬﾀﾋﾟﾗｰ三菱 北里学園 15回男子２位 新ｷｬﾀﾋﾟﾗｰ SF 北里学園-1R 座　間

      秋 54 北里学園A 住友３ＭA 北里学園C サーディーン 17 住友３Ｍ 北里学園 16回女子２位 新ｷｬﾀ2R、ふそう2R 北里学園-QF 海老名

2004  春 55 市役所A 市役所A 住友３ＭA 日本電気 18 新ｷｬﾀﾋﾟﾗｰ三菱 北里学園A 17回男子３位 住友３M-QF 北里-2R、新ｷｬﾀ-QF 藤沢市

      秋 56 三菱重工A ミマツA 市役所A 日本電気 19 新ｷｬﾀﾋﾟﾗｰ三菱 新ｷｬﾀﾋﾟﾗｰ三菱 18回女子３位 新ｷｬﾀ1R、住友３M 1R 北里-QF、新ｷｬﾀ-QF 寒川町

2005  春 57 三菱ふそうA 凸版印刷A 北里学園B 三菱ふそう 20 住友３Ｍ 北里学園A 19回男子１位 新ｷｬﾀﾋﾟﾗｰ 1R 北里QF、ｼｭﾙﾝﾍﾞﾙｼﾞｭ1R 平塚

      秋 58 三菱電機A 日本電気A 相模原市役所B 住友３Ｍ 21 住友３Ｍ 北里学園A 20回女子１位 住友３M-SF 北里2R、ｼｭﾙﾝﾍﾞﾙｼﾞｭ1R 小田原

2007  春 59 市役所 22 21回男子２位

2006  春 59 三菱ふそうA 住友３ＭＡ 三菱電気Ａ 市役所 22 住友３Ｍ 北里学園Ａ 21回男子２位 住友３M 2R・新キャタ１R・市役所１R 北里学園２R 茅ヶ崎

      秋 60 凸版印刷A アルプス技研A 北里学園B ミマツ 23 住友３Ｍ 北里学園Ａ 22回女子２位 住友３M-優勝 北里学園２R 鎌　倉

2007  春 61 米軍座間A 日本板硝子A 日本電気A 凸版印刷 24 三菱ふそうA 北里学園Ａ 23回男子３位 市役所QF、ふそう2R 北里学園１R 川　崎

      秋 62 住友３ＭB 相模原市教職員A 北里学園B 日本電気 25 ｼｭﾙﾝﾍﾞﾙｼﾞｪ 北里学園A 24回女子３位 市役所B 1R、ふそう2R 北里学園２R 愛　川

2008  春 63 凸版印刷 ｱｲﾀﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞA 日本板硝子 住友３Ｍ 26 三菱ふそう 北里学園A 25回男子１位 市役所B SF、ｼｭﾙﾝﾍﾞﾙｼﾞｪ1R 北里学園 SF、市役所1R 相模原

      秋 64 住友スリーエムB 相模原市役所A 北里学園教職員A アルプス技研 27 三菱ふそう 北里学園A 26回女子１位 市役所B 2R、ふそう2R、ｼｭﾙﾝﾍﾞﾙｼﾞｪ1R 北里A 2R、北里B  1R、市役所1R 大　和

2009  春 65 相模原市教職員A ファンタジスタテニスクラブA ファンタジスタテニスクラブA 日本板硝子 28 市役所A 北里学園A 27回男子２位 三菱ふそう-2R 北里学園-2R 横須賀

      秋 66 三菱電機A エンドレスA ファンタジスタテニスクラブA 相模原市教職員 29 相模原市教職員A 北里学園A 28回女子２位 市役所-1R 北里学園-ﾍﾞｽﾄ8 横　浜

2010  春 67 ファンタジスタテニスクラブA KFTC A ファンタジスタテニスクラブA ｱｲﾀﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞA 30 相模原市教職員A 北里学園A 29回男子３位 相模原市教職員-1R 北里学園２R、市役所１R 秦　野

      秋 68 KFTC A すみれテニス同好会A チームジャスティスA 相模原市役所A 31 ｷｬﾀﾋﾟﾗｰｼﾞｬﾊﾟﾝ 北里研究所A 30回女子３位 相模原市教職員-1R 北里研究所SF 厚木

2011  春 69 ファンタジスタテニスクラブA ドゥージィーテニスサークル  B ファンタジスタテニスクラブA ファンタジスタテニスクラブA 32 相模原市教職員A 北里研究所A 31回男子１位 ｷｬﾀﾋﾟﾗｰｼﾞｬﾊﾟﾝ SF,教職員 2R 北里A QF,北里B 2R,教職員 2R 座　間

      秋 70 ファンタジスタテニスクラブA チームジャスティスA ファンタジスタテニスクラブA エンドレスA 33 ｼｭﾙﾝﾍﾞﾙｼﾞｪ 相模原市教職員 32回女子１位 3M 2R,市役所B 2R,ｷｬﾀﾋﾟﾗｰJ 1R,教職員 1R　 北里A 2R,北里B 2R,教職員 2R 海老名

2012  春 71 ファンタジスタテニスクラブA イエローテニスクラブA ファンタジスタテニスクラブA KFTC A 34 市役所A 北里研究所A 33回男子２位 教職員 2R, ｼｭﾙﾝﾍﾞﾙｼﾞｪ 1R 北里研 A 1R, 教職員 1R 藤沢市

      秋 72 ファンタジスタテニスクラブA ファンタジスタテニスクラブA ファンタジスタテニスクラブA すみれテニス同好会A 35 市役所A 北里研究所C 34回女子２位 住友3M QF, 市役所 1R 日本板硝子 QF, 北里研 2R 寒川町

2013  春 73 ファンタジスタテニスクラブA ライジングＢ Ｓｔｒｏｎｇ　Ｚ　Ａ ドゥージィーテニスサークルB 36 住友３Ｍ 北里研究所C 35回男子３位 3M 2R,市役所B 2R,ｷｬﾀﾋﾟﾗｰJ 1R　 北里A QF,北里B 2R,日本板硝子 2R,教職員 1R 平塚

      秋 74 ファンタジスタテニスクラブA Ｓｔｒｏｎｇ　Ｚ　Ａ ファンタジスタテニスクラブA チームジャスティスA 37 住友３Ｍ 北里研究所A 36回女子３位 3M B 2R, ｼｭﾙﾝﾍﾞﾙｼﾞｪ 1R,日本電気1R 北里A 1R,北里B 1R,三菱電機 1R,教職員 1R 小田原

回
トーナメント戦 リーグ戦 神奈川県大会

相模原市実業団テニス大会歴代優勝チーム
2014.03.31現在
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