
参加

ペア 一般 35歳以上 40歳以上 45歳以上 50歳以上 55歳以上 60歳以上 65歳以上 70歳以上 小学生 一般 40歳以上 45歳以上 50歳以上

1976 1 196 出口・長島 古木･内山

1977 2 202 出口・長島 徳武･今給黎 橋場･大谷

1978 3 240 並木・長島 徳武･今給黎 藤井･姫野

1979 4 236 並木・長島 佐久間･嶺 藤井･姫野

1980 5 277 並木・長島 阿久津･清水 姫野･滝本

1981 6 335 並木・田中 佐久間･長島 橋場･大谷

1982 7 331 池上・足立 佐久間･長島 大谷･足立

1983 8 384 池上・猪又 佐久間･長島 滝本･二ノ宮

1984 9 339 池上・猪又 佐久間･長島 大谷･足立

1985 10 399 池上・猪又 柴田･岡田 大谷･姫野

1986 11 463 村松･飯塚 出口･田中 大谷･姫野

1987 12 433 広瀬･平井 二口･水谷 岡田･阿久津 大谷･姫野

1988 13 533 村松･二宮 福原･浅野 渡辺･岡田 長島･原田 姫野･姫野

1989 14 411 村松･二宮 福原･浅野 瀬古沢･加藤 姫野･宮坂 姫野･姫野

1990 15 470 間野･　清 樋口･小野 姫野･渡辺 長島･古谷 姫野･姫野

1991 16 487 村松･二宮 樋口･小野 渡辺･田中 清水･田中 姫野･只隈

1992 17 548 村松･登山 川本･島田 渡辺･本多 佐伯･緒方 長島･古谷 刈谷･早坂 後藤・飯田 福田・尾作

1993 18 597 村松･登山 柴崎･久保田 伊藤･白橋 渡辺･田中 長島･古谷 姫野･只隈 井上・平田 高橋・高橋

1994 19 600 横山･安藤 川本･戸田 柴田･植田 渡辺･本多 長島･古谷 早坂･横山 土屋・山下 稲毛・松岡

1995 20 600 村松･登山 樋口･久保田 柴田･植田 渡辺･本多 長島･古谷 姫野･只隈 高橋・高橋 高松・岡田

1996 21 651 村松･登山 川本･福原 柴田･植田 渡辺･本多 長島･古谷 宮坂･阿久津 向井・工藤 遠藤・宇佐美 原田・中野

1997 22 600 村松･登山 川本･福原 阿部･栗田 高松･加藤 長島･古谷 宮坂･清水 姫野・細美 原田・中野

1998 23 602 日出･岩室 高橋･石渡 柴田･植田 渡辺･本多 長島･古谷 宮坂･清水 姫野・細美 伊藤・小口 青木・峰村

1999 24 529 萱島･増田 島田･川本 柴田･植田 渡辺･本多 佐伯･秋澤 桑原･有川 高橋・菅原 寺坂・関野 中野・原田

2000 25 502 横山・日出 樋口・小野 大西・岡本 加藤・高松 三井田・横田 平田・上平 只隈・氏家 沢口・永井 木下・片田 姫野・高松

2001 26 554 中島・西辻 後藤・斉藤 下深迫・嶋田 加藤・高松 須藤・渡辺 長島・田中 野沢・氏家 木下・中野 高橋・江田 姫野・高松

2002 27 548 西辻・中島 城森・大塚 福原・菊地 加藤・高松 渡辺・須藤 長島・田中 宮坂・清水 永重・菅原 長池・秋山 江田・高橋 中野・阿部

2003 28 517 後藤・中村 手嶋・高橋 福原・菊地 北川・井原 若本・井上 長島・田中 宮坂・清水 菅原・永重 寺坂・芦名 阿部・中野

2004 29 508 白砂・上舘 小野・渋谷 川本・福原 下深迫・入岡 加藤・高松 姫野・井上 宮坂・清水 早坂・湯谷 寺坂・芦名 平田・峯村

2005 30 557 白砂・上舘 山口・大山 福原・菊地 森田・泉 高松・加藤 長島・五十嵐 平野・船越 桑原・秋山 早坂・湯谷 向井・高石 阿部・中野

2006 31 549 三国・鈴木 伊藤・窪田 戸塚・高石 下深迫・入岡 加藤・高松 鴨志田・梶原 長島・五十嵐 宮坂・清水 早坂・湯谷 江田・真坂 木下・片田

2007 32 543 三国・鈴木 中島・亀田 内田・杉浦 北川・島田 二口・原 加藤・高松 長島・五十嵐 平野・船越 永重・清水 澤口・永井 高石・向井 木下・片田

2008 33 514 三国・鈴木 坂本・鳥海 小野・渋谷 大木・大木 下深迫・入岡 阿部・定国 加藤・高松 五十嵐・長島 佐藤・有川 永重・清水 佐々木・藤本 前田・畑川 木下・片田

2009 34 568 三国・鈴木 笠井・香川 秋山・李 金子・高木 下深迫・入岡 鈴木・高石 井上・若本 徳島・江成 佐藤・有川 永重・森 谷口・原田 榎本・斎藤 木下・片田

2010 35 522 三国・鈴木 山下・高橋 秋山・李 亀田・照井 北川・島田 鈴木・高石 伊藤・定国 本橋・本田 佐藤・有川 永重・森 谷口・原田 戸田・中田 木下・片田

2011 36 514 三国・鈴木 猪又・湯浅 秋山・李 鈴木・山口 茂木・梅本 下深迫・入岡 植田・福原 小田・落合 長島・五十嵐 永重・森 中津川・須田 戸田・中田 谷口・青木

2012 37 475 浅沼・岩崎 伊藤・山口 長縄・春木 山下・高橋 後藤・堤 下深迫・入岡 植田・福原 小田・落合 長島・五十嵐 成木・山中 永重・森 今井・中津川 戸田・中田 谷口・青木

2013 38 506 伊坂・山口 伊藤・土橋 長縄・春木 上野・加藤 茂木・梅本 鈴木・高石 植田・福原 小田・落合 本田・本橋 中山・菊地 永重・森 木下・佐々木 戸田・中田 川崎・片野

男　　　　　　　　子 女　　　　　　　　子
回開催年

2014.03.31現在　

相模原市民テニス選手権大会　　歴代優勝者


