
　　　２０１８年５月４日（祝）～５月２７日(日）
(予備日　６月３日（日））

主催： 小田原テニス協会

後援： 小田原市体育協会

南足柄市

大井町教育委員会

協賛： (株)ダンロップスポーツマーケティング

第４７回小田原テニス選手権（複）



大会委員長 岩本　良則

大会副委員長 八田　迪男 鈴木　武夫

大会顧問 岸本　正彦

ト－ナメントディレクタ－ 岩本　良則

レフェリー 高尾　俊之

アシスタントレフェリー 田中　邦男 小橋　創一 佐藤　琢也

役　員 岸本　匡美 杉山　正洋 日比野　徹 米澤　孝男 服部　孝文

所　眞人 浅野　薫 林田　厚子 金谷　賢光 児玉　雅彦

中山　正治 手島　和子 鳥海　道江 山﨑　和真 太田満里子

福地　智典 横山　裕 杉本　裕介 内田　明男 細田　健二

山口　力 杉崎　正明 菅原　聡介 野崎　秀紀

小田原オープンベテランテニス選手権大会 3月

○ 小田原テニス選手権大会（複） 5月

小田原テニス選手権大会（混合） 7月

小田原ジュニアテニス選手権大会（単） 8月

小田原サマーオープンダブルス大会 8月 オープン（ベテランの部は、JOP大会）

小田原テニス選手権大会（単） 10月

小田原シニアダブルステニス大会 2019年1月

協会加盟団体員
（ベテランの部は、JOP大会）

協会加盟団体員及び
在住／在勤（ペアは当日決定）

大会 日程（年によって多少変動します）

 大会役員

 小田原テニス協会主催大会

オープン（ベテランJOP大会）

協会加盟団体員及び
在住／在勤／在学

協会加盟団体員及び
在住／在勤／在学

協会加盟団体員及び
在住／在勤／在学（西湘地区）



１． 選手選手選手選手はははは日程表提示時刻日程表提示時刻日程表提示時刻日程表提示時刻の１０の１０の１０の１０分前分前分前分前までにまでにまでにまでに本部本部本部本部にににに出席出席出席出席をををを届届届届けてくださいけてくださいけてくださいけてください。。。。
（（（（テニスウエアテニスウエアテニスウエアテニスウエア、、、、シューズシューズシューズシューズ着用着用着用着用のののの上上上上、、、、ペアは２ペアは２ペアは２ペアは２人人人人そろってそろってそろってそろって出席出席出席出席をををを届届届届けることけることけることけること。）。）。）。）

日程表提示時刻までに届け出のない場合は棄権とします。

２． 雨天でもコート不良等でない限り、試合を行います。

３． 男女一般、年令別は、３セットマッチ（６ｹﾞｰﾑｵｰﾙでﾀｲﾌﾞﾚｰｸ）とします。
(ただし、参加者数／コート状況などにより、試合方式を変更する場合があります)
・各セット１ゲーム終了後の休憩はありません。ただちにエンド交代します。
　３ゲーム目終了後から、奇数ゲーム終了後のエンド交代時に90秒の休憩が認められます。
・各セットが終わったときは、120秒の休憩（セットブレーク)をとることができます。休憩後、

　前のセット合計ゲーム数が奇数ならエンドを交代し、偶数ならエンドを交代せずに次のセットを開始します。
・全試合ノーアドバンテージ方式を採用します。デュースの場合、レシーバーが右サイドでレシーブするか、
　左サイドでレシーブするかを決める。その際、レシーバーペアはレシーブする隊形を変えてはいけない。

４． B、Cクラスは、リーグ戦／決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ形式とし、当日の出場人数によって以下にて行います。

(ただし、参加者数／コート状況などにより、試合方式を変更する場合があります)
・全試合ノーアドバンテージ方式を採用します。デュースの場合、レシーバーが右サイドでレシーブするか、
　左サイドでレシーブするかを決める。その際、レシーバーペアはレシーブする隊形を変えてはいけない。

　４組／リーグの場合 ３組／リーグの場合 ２組／リーグの場合
試合方式 １ｾｯﾄﾏｯﾁ（6-6でﾀｲﾌﾞﾚｰｸ） ８ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛｾｯﾄ(8-8でﾀｲﾌﾞﾚｰｸ）３ｾｯﾄﾏｯﾁ（6-6でﾀｲﾌﾞﾚｰｸ）
試合順：第１試合 1　vs　2 1　vs　2 1　vs　2
試合順：第２試合 3　vs　4 3　vs　（第1試合敗者）
試合順：第３試合 1　vs　3 3　vs　(第1試合勝者）
試合順：第４試合 2　vs　4
試合順：第５試合 1　vs　4
試合順：第６試合 2　vs　3

（４組／リーグの場合、２面進行で行う場合があります）
・各ﾌﾞﾛｯｸの”1”の方に、本部より進行表兼記録用紙と試合球を一括してお渡しします。
・全試合が終了したらブロック内１位の方が記録用紙と試合球を本部へ届けてください。

リーグ戦順位決定方法
　①．ﾌﾞﾛｯｸ内順位は対戦の「勝率(勝ち試合数／全試合数）」で決定します。
　②．２ペアの勝率が同じ場合は「対戦での勝利」で決定します。
　③．３ペア以上の勝率が同じ場合は「得ｹﾞｰﾑ率」で決定します。
　③-2．「得ｹﾞｰﾑ率」が同じ場合は、抽選で決定します。
決勝トーナメント出場(決勝トーナメントは８ゲームプロセット(8-8でﾀｲﾌﾞﾚｰｸ）とします）
　①．各ブロック１位の方が本戦に進みます。
　②．決勝トーナメントのドロー位置はリーグ戦当日に抽選します。

５． 全試合セルフジャッジにて行います。但し準決勝、決勝はＳＣＵが付く場合があります。
サーバーはゲーム開始時のゲームカウント、サーブ前のポイントカウントをしっかりコールし
レシーバーの確認を確実にとり混乱のないよう進めてください。
なおなおなおなお、、、、ロービングアンパイアがロービングアンパイアがロービングアンパイアがロービングアンパイアが巡回巡回巡回巡回しししし、、、、選手選手選手選手のののの不正確不正確不正確不正確なななな判定判定判定判定をオーバールールをオーバールールをオーバールールをオーバールール、、、、およびおよびおよびおよび
フットフォールトのコールなどをフットフォールトのコールなどをフットフォールトのコールなどをフットフォールトのコールなどを実施実施実施実施するするするする場合場合場合場合がありますがありますがありますがあります。（。（。（。（コートサイドにコートサイドにコートサイドにコートサイドに入入入入るるるる場合場合場合場合がありますがありますがありますがあります。）。）。）。）

６． 試合球はダンロップフォート(イエロー)を本部より貸与します。

７． 試合前のウォームアップはサービス８本(各サイド４本）とします。

８． ウエアはテニスウエアをウエアはテニスウエアをウエアはテニスウエアをウエアはテニスウエアを着用着用着用着用のことのことのことのこと。（。（。（。（ウエアのロゴについてのウエアのロゴについてのウエアのロゴについてのウエアのロゴについての制限制限制限制限はははは行行行行いませんいませんいませんいません））））
（フェイスマスクは着用不可とします）

９． 上記以外の競技ルールは、日本テニス協会テニスルールブック2017に準拠します。

１０． テニスコート内は、テニスシューズ以外では立ち入りしないでください。

１１． ゴミは各自で責任を持ってお持ち帰りください。（帰るとき、もう一度確認してください。）
またまたまたまた、、、、テニスガーデンやそのテニスガーデンやそのテニスガーデンやそのテニスガーデンやその他他他他のテニスコートではのテニスコートではのテニスコートではのテニスコートでは指定場所以外指定場所以外指定場所以外指定場所以外はははは禁煙禁煙禁煙禁煙ですのでですのでですのでですので注意注意注意注意してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

１２． 各会場の駐車スペースが不足していますのでご注意ください。

テニスガーデンテニスガーデンテニスガーデンテニスガーデン内駐車場内駐車場内駐車場内駐車場はははは、、、、８８８８：：：：３０までは３０までは３０までは３０までは使用使用使用使用できませんできませんできませんできません。。。。

駐車場駐車場駐車場駐車場があくまでがあくまでがあくまでがあくまで道路道路道路道路でででで待機待機待機待機することはすることはすることはすることは厳禁厳禁厳禁厳禁ですですですです。。。。

８８８８：：：：３０３０３０３０以前以前以前以前、、、、およびテニスガーデンおよびテニスガーデンおよびテニスガーデンおよびテニスガーデン内駐車場内駐車場内駐車場内駐車場がががが満杯満杯満杯満杯のののの場合場合場合場合はははは道路道路道路道路をををを隔隔隔隔てたP3てたP3てたP3てたP3駐車場駐車場駐車場駐車場をごをごをごをご利用利用利用利用くださいくださいくださいください。。。。
テニスガーデンテニスガーデンテニスガーデンテニスガーデン周辺道路周辺道路周辺道路周辺道路にはにはにはには絶対絶対絶対絶対にににに駐車駐車駐車駐車しないことしないことしないことしないこと。。。。
富士富士富士富士フイルムフイルムフイルムフイルム小田原小田原小田原小田原コートはコートはコートはコートは駐車場駐車場駐車場駐車場はありませんはありませんはありませんはありません。。。。公共交通機関公共交通機関公共交通機関公共交通機関をごをごをごをご利用利用利用利用くださいくださいくださいください。。。。

１３． 本大会上位入賞者は（2019年）第68回神奈川県テニス選手権（ダブルス）に協会より推薦いたします。
本大会上位入賞者は（2019年）都市対抗候補選手として都市対抗代表選考の対象とします。

１４． 選手はレフェリー、大会本部の指示に従ってください。

１５． 日程を変更する場合がありますので次の試合の予定は小田原テニス協会HPにて確認してください。

緊急連絡先 　　(Email)taikai-info@odawara-ta.org　（岩本、高尾、小橋）

　　(TEL) 080-3407-1880（協会行事専用） (TEL) 080-1021-8599(高尾）

注意事項



月/日

男子Bクラス　１次リーグ 男子Bクラス　決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ
男子 9:00 １～４ブロック 9:00 １R １～４ 予備日 予備日
Bｸﾗｽ 以下Ｆ

男子Cクラス　
男子 13:00 １ブロック 予備日 予備日
Cｸﾗｽ

女子Bクラス　１次リーグ 女子Bクラス　決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ
女子 11:00 １～６ブロック 9:00 １R ３～６ 予備日 予備日
Ｂｸﾗｽ 10:00 SF １～８

以下F
女子Cクラス　１次リーグ 女子Cクラス　決勝リーグ

女子 11:00 ２～３ブロック 9:00 RR 予備日 予備日
Cｸﾗｽ 13:00 １ブロック

男子一般 男子一般 男子一般
9:00 １Ｒ ５～１６ 9:00 QF １～３２ 10:00 F １～３２ 予備日

男子 10:00 １Ｒ ３,４,１７～３０ 11:00 SF １～３２
一般 12:00 ２Ｒ ５～２０

13:00 ２Ｒ １～４、２１～３２

女子一般 女子一般 女子一般
女子 9:00 １R ３,４,１１,１２,２９,３０（３試合） 9:00 QF １～３２ 9:00 F １～３２
一般 10:00 ２Ｒ ５,８,１３～２４（４試合） 11:00 SF １～３２

11:00 ２Ｒ １～４,９～１２,２５～３２（４試合）

男子４５才以上 男子４５才以上
男子 12:00 １Ｒ １～８（４試合） 10:00 F １～１６ 予備日 予備日

45才以上 14:00 ＳＦ １～８（２試合）

男子５５才以上 男子５５才以上
男子 9:00 １Ｒ ３，４ 9:00 SF １～１６ 予備日 予備日

55才以上 13:00 ＱＦ １～１６（４試合） 11:00 F １～１６

男子６５才以上
男子 11:00 ＲＲ リーグ戦 予備日 予備日

65才以上

男子７０才以上 男子７０才以上 男子７０才以上
男子 9:00 １Ｒ ３～６ 11:00 SF １～８（ ２試合） 10:00 F １～８ 予備日

70才以上

女子４５才以上 女子４５才以上 女子４５才以上 女子４５才以上
女子 11:00 １Ｒ １～８ 10:00 QF １～３２ 9:00 SF １～８ 9:00 F １～８ 予備日

45才以上 12:00 １Ｒ ９～１６

女子５５才以上 女子５５才以上 女子５５才以上
女子 11:00 １Ｒ ３～８ 11:00 SF １～８ 10:00 F １～３２ 予備日 予備日

55才以上

他
女子一般 男子一般 男子４５才以上

9:00 １R ３,４,１１,１２,２９,３０ 9:00 QF １～３２ 10:00 F １～１６
10:00 ２Ｒ ５,８,１３～２４ 11:00 SF １～３２
11:00 ２Ｒ １～４,９～１２,２５～３２ 男子５５才以上

男子７０才以上 9:00 SF １～１６
大井町 男子４５才以上 11:00 SF １～８ 11:00 F １～１６

or 12:00 １Ｒ １～８
南足柄 14:00 ＳＦ １～８ 女子４５才以上 女子４５才以上

10:00 QF １～３２ 9:00 SF １～８
男子５５才以上

9:00 １Ｒ ３，４ 女子５５才以上 女子５５才以上
13:00 ＱＦ １～１６ 11:00 SF １～８ 10:00 F １～３２

富士ﾌｲﾙﾑ
小田原

[大井町山田(４面)] [南足柄(４面)] [大井町山田(４面)]

５／２０（日） ５／２６（土） ５／２７（日）５／４（祝） ５／５（祝） ５／６（日） ５／１２(土） ５／１３（日） ５／１９（土）

日 程 表

小

田

原

テ

ニ

ス

ガ

ー

デ

ン

富士ﾌｲﾙﾑ小田原ｺｰﾄ

予備

富士ﾌｲﾙﾑ小田原ｺｰﾄ

予備

大井町

南足柄 大井町



男子Ｂクラスダブルス 参加数(１６)

1 ブロック
氏名 所属 1 2 3 -4 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

13 崎山　訓史 日本曹達
小林　政之 三菱ガス化学（株）

4 飯田　直久 ＢＥＡＴ
鷺谷　勇 一般市民

3 岡　隆 一般市民
石川　健児 一般市民

14 力石　清 一般市民
澤地　光一 一般市民

2 ブロック
氏名 所属 1 2 3 -4 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

16 古川　諒 富士フイルム宮台
河野　貴胤 富士フイルム宮台

7 今込　達夫 八幡山ローンテニスクラブ

大内　学 八幡山ローンテニスクラブ

2 稲木　知一 Ｔ．Ｔ．Ｑ
和中　康 Ｔ．Ｔ．Ｑ

15 菱木　悠介 富士見テニスクラブ
大沢　綺良 富士見テニスクラブ

3 ブロック
氏名 所属 1 2 3 -4 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

12 波田野　裕介 ソルト
田代　真也 ソルト

10 横山　昌明 クボタケミックス
香川　孝市 クボタケミックス

9 坂本　靖知 神奈中インドアテニスクラブ

渡邉　健 神奈中インドアテニスクラブ

5 水島　彰美 大井町ファミリーテニスクラブ

李　明旭 鴨宮テニスクラブ

4 ブロック
氏名 所属 1 2 3 -4 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

6 池田　久俊 エンドウテニススク－ル

櫻井　圭太 日本新薬(株)
1 鈴木　章弘 ゆめ

平松　一郎 一般市民
8 宝子山　浩司 神奈中インドアテニスクラブ

保月　謙二 神奈中インドアテニスクラブ

11 菅野　博文 クボタケミックス
多田　良昭 クボタケミックス

1位３－０4 ６４ ７５ ６０

3 ５７ ４６ ０６ ０－３ 4位

2 ６２ ６４ ４６ ２－１ 2位

3位1 ２６ ７５

１－２

５７ １－２

3位

６３ ３－０

６２ １６

4 ７５ １６ ３６

3 ６４ ６１

４６ ５７ ０－３

2位

4位

2位

６１ ２－１

1位

1

2

4位4 ３６ ２６ ３６ ０－３

2

4 － － －

3位3

２６

１８ ８４ － １－１

８５ ４８

0.43

１－１－ 0.46

3位

1 ５８ ８１ － １－１ １位

６３3 ２６ ３６

0.59

１－２

１位

2 ４６ ６３ ６２ ２－１ 2位

1 ６４ ６２ ６３ ３－０

男子Bクラス決勝トーナメント

1R F
古川　諒 富士フイルム宮台

河野　貴胤 富士フイルム宮台 菅野・多田

菅野　博文 クボタケミックス ８６

多田　良昭 クボタケミックス 菅野・多田

坂本　靖知 神奈中インドアテニスクラブ ９８（２）

渡邉　健 神奈中インドアテニスクラブ 坂本・渡邉

崎山　訓史 日本曹達 ８６

小林　政之 三菱ガス化学（株）

1

2

3

4

男子Cクラスダブルス 参加数(４)

1 ブロック
氏名 所属 1 2 3 4 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

田村　聖一 Ｔｅａｍ　Ｍ
上田　正三 Ｔｅａｍ　Ｍ
高橋　慎司 一般市民
一瀬　智史 一般市民
竹本　誠 エンドウテニススク－ル

二見　秀人 エンドウテニススク－ル

今野　真吾 神奈中インドアテニスクラブ

今野　大志 神奈中インドアテニスクラブ
4 ６２ ６２ ６２ ３－０ 1位

3 ６４ ０６ ２６ １－２ 3位

4位

２６ ２－１ 2位

２６ ０－３

2 ６１ ６０

1 １６ ４６



女子Ｂクラスダブルス 参加数(１８)

1 ブロック
氏名 所属 1 2 3 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

16 小宮　美佳 富士見テニスクラブ 99
石井　とし子 富士見テニスクラブ 99

11 竹本　彩香 ユピテル 99
加藤　由香 一般市民

4 加藤　律子 ラ・スリーズ
本脇　孝枝 ラ・スリーズ

2 ブロック
氏名 所属 1 2 3 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

6 石川　さゆり ラ・スリーズ 99
鳥海　道江 ラ・スリーズ 99

1 志村　和苗 アルバ 99
田中　礼子 アルバ

3 小石川　淳子 Ｔｅａｍ　Ｍ
橋口　奈緒美 Ｔｅａｍ　Ｍ

3 ブロック
氏名 所属 1 2 3 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

5 柳川　末紀 ラ・スリーズ 99
星野　美樹子 ラ・スリーズ 99

17 碓井　未奈 富士見テニスクラブ 99
内田　宗子 富士見テニスクラブ

7 杉山　典子 開成グリーンテニスクラブ

緑河　かおり 開成グリーンテニスクラブ

4 ブロック
氏名 所属 1 2 3 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

14 本橋　真紀 Ｒａｆａｅｌ 99
山下　恵美 Ｒａｆａｅｌ 99

12 井上　清美 ソルト 99
石田　晴美 ソルト

19 桐村　奈津子 富士見テニスクラブ
月村　寿与 富士見テニスクラブ

5 ブロック
氏名 所属 1 2 3 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

2 高橋　香代 一般市民 99
一瀬　明日香 一般市民 99

9 飯田　百合子 ＢＥＡＴ 99
鷺谷　好美 ジョイフル

18 米山　由香里 富士見テニスクラブ
鈴木　ひろみ 富士見テニスクラブ

6 ブロック
氏名 所属 1 2 3 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

13 足立　佳菜子 一般市民 99
梶　文 一般市民 99

15 岩崎　恵 ラ・スリーズ 99
今村　知子 富士見テニスクラブ

10 夏目　智子 オレンジヒルテニスクラブ

内海　逸子 ＡＴＦ
3 ５８ ８２ １－１ 2位

1位

０－２ 3位

２－０

2 ３８ ２８

1 ８３ ８５

3 １８ ６８ ０－２ 3位

1位

１－１ 2位

２－０

2 ３８ ８６

1 ８３ ８１

3 ４８ ２８ ０－２ 3位

2位

２－０ 1位

１－１

2 ８５ ８２

1 ５８ ８４

3 ２８ ９８(10） １－１ 2位

1位

０－２ 3位

２－０

2 ０８ ８９(10)

1 ８０ ８２

3 ８２ ８６ ２－０ 1位

2位

０－２ 3位

１－１

2 ７９ ６８

1 ９７ ２８

3 ３８ ８５ １－１ 2位

1位

０－２ 3位

２－０

2 ３８ ５８

1 ８３ ８３



女子Cクラスダブルス 参加数(６)

1 ブロック
氏名 所属 1 2 3 4 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

7 西川　洋子 エンドウテニススク－ル 99
内藤　奈美恵 エンドウテニススク－ル 99

8 永松　美幸 神奈中インドアテニスクラブ 99
青野　幸恵 神奈中インドアテニスクラブ

2 谷　由紀子 エンドウテニススク－ル

瀬戸　麻紀子 エンドウテニススク－ル

1 山崎　篤子 ＢＥＡＴ
鈴木　陽子 ＢＥＡＴ

2 ブロック
氏名 所属 1 2 3 4 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

4 重田　有紀 エンドウテニススク－ル 99
小澤　美紀 エンドウテニススク－ル 99

6 石黒　利恵 エンドウテニススク－ル 99
星田　明子 エンドウテニススク－ル

10 溝手　ひろみ 一般市民
森重　直美 一般市民

3 ブロック
氏名 所属 -1 -2 -3 -4 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

5 末吉　朋子 エンドウテニススク－ル 99
山本　有美子 エンドウテニススク－ル 99

3 本間　奈緒美 エンドウテニススク－ル 99
保坂　佳美 エンドウテニススク－ル

9 古屋　美桜 神奈中インドアテニスクラブ

古屋　美花子 神奈中インドアテニスクラブ

4位

４６ １－２ 3位

１６ ０－３

2 ６０ ５７

1 ０６ ０６

4 ６１ ６４ ６０ ３－０ 1位

3 ６０ ７５ ０６ ２－１ 2位

3位

１－１ 2位

０－２

2 ９８（３） １８

1 ８９（３） ０８

3 ８０ ８１ ２－０ 1位

1位

１－１ 2位

２－０

2 ４８ ５１ret

1 ８４ ８０(WO)

3 １５ret ０８(WD) ０－２ 3位

女子Bクラス決勝トーナメント

1R SF F
柳川　末紀 ラ・スリーズ

星野　美樹子 ラ・スリーズ 柳川・星野

bye

高橋・一瀬

小宮　美佳 富士見テニスクラブ ８１

石井　とし子 富士見テニスクラブ 高橋・一瀬

高橋　香代 一般市民 ８５

一瀬　明日香 一般市民 高橋・一瀬

小石川　淳子 Ｔｅａｍ　Ｍ ８３

橋口　奈緒美 Ｔｅａｍ　Ｍ 小石川・橋口

井上　清美 ソルト ９７

石田　晴美 ソルト 小石川・橋口

bye ８４

足立・梶

足立　佳菜子 一般市民

梶　文 一般市民

7

8

1

2

3

4

5

6

女子Ｃクラス決勝リーグ

氏名 所属 1 2 3 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位
溝手　ひろみ 一般市民
森重　直美 一般市民
末吉　朋子 エンドウテニススク－ル
山本　有美子 エンドウテニススク－ル
山崎　篤子 ＢＥＡＴ
鈴木　陽子 ＢＥＡＴ

3位

８２ ８２

2位

1

2

3

２－０

０－２

１－１２８ ８１

1位

２８ １８



男子ダブルス 参加数(３０)

1R 2R QF SF F
遠藤　健吉 富士見テニスクラブ
松本　佳大 富士見テニスクラブ 遠藤・松本

bye 　
　 　 遠藤・松本

剱持　孝治 オレンジヒルテニスクラブ ６２，６０
藤村　律義 オレンジヒルテニスクラブ 剱持・藤村
保田　和泉 南足柄市役所 ７５，６３

本多　翔一朗 ＡＴＦ 藤江・村山
笹岡　道憲 ソルト ６４,４６,７６(3)
小野　映治 ソルト 泉・大平
泉　泰之 富士フイルム足柄 ６４，６２

大平　悠太 富士フイルム足柄 藤江・村山
宮本　朋 神奈中インドアテニスクラブ ６３，６２

深澤　元太郎 神奈中インドアテニスクラブ 藤江・村山
藤江　塁吏 富士見テニスクラブ ６１，６２
村山　恭平 開成グリーンテニスクラブ 藤江・村山
佐藤　明 神奈中インドアテニスクラブ ６３，７５

林田　洋平 神奈中インドアテニスクラブ 佐藤・林田
濱中　充己 ソルト ６１，６１
小泉　良平 ソルト 佐藤・林田
齊藤　洋介 神奈中インドアテニスクラブ ７６(2),６１

小泉　りょう太 神奈中インドアテニスクラブ 青木・田辺
青木　涼太 Ｔｅａｍ　Ｍ ６１，６０
田辺　健吾 Ｔｅａｍ　Ｍ 瀬戸・青木
成田　直史 L&Mテニスクラブ ６４，７５
伊藤　荘樹 ボム 米元・井島
米元　健一 アクア W.O.

井島　健太郎 アクア 瀬戸・青木
大沢　明夫 開成グリーンテニスクラブ ６１,３６,６１
宮川　司 開成グリーンテニスクラブ 瀬戸・青木

瀬戸　義之 L&Mテニスクラブ ６４，６２
青木　智史 L&Mテニスクラブ 竹内・松澤
勝俣　正信 オレンジヒルテニスクラブ ６４，７６（４）
高橋　和哉 オレンジヒルテニスクラブ 勝俣・高橋
釜萢  伸哉 ソルト ６１，６２

飯塚　雄一郎 ソルト 竹内・松澤
高橋　和彦 L&Mテニスクラブ ６３，６４
曽我　直樹 アールベルグスキークラブ 竹内・松澤
竹内　亮 Ｔ．Ｔ．Ｑ ７５，６１

松澤　圭祐 Ｔ．Ｔ．Ｑ 竹内・松澤
長谷川　湧 神奈中インドアテニスクラブ ２６,６４,６０
亀井　篤輝 神奈中インドアテニスクラブ 長谷川・亀井

佐々木　文洋 開成グリーンテニスクラブ ６２，６４
辻田　和宏 開成グリーンテニスクラブ 井上・大沢
千葉 幸介 富士フイルム足柄 ６４,３６,６２
松田 悠弥 富士フイルム足柄 井上・大沢
井上　和幸 アールベルグスキークラブ ６４，７５
大沢　健 L&Mテニスクラブ 竹内・松澤
岡田　寛 開成グリーンテニスクラブ ４６，６３，６４
瀬戸　健 開成グリーンテニスクラブ 岡田・瀬戸
山口　力 鴨宮テニスクラブ ６４，６１

須藤　浩樹 ＡＴＦ 丸橋・下西
丸橋　晴真 アクア ６２,６７(5),７５
下西　祥平 アクア 丸橋・下西
杉崎　良佑 富士見テニスクラブ ７５，６４
古屋　杏平 富士見テニスクラブ 池谷・長尾
荻野　暁至 神奈中インドアテニスクラブ ６２，６１
宗　孝典 神奈中インドアテニスクラブ 荻野・宗

小池　京平 日立小田原 ６３,３６,６４
榛葉　太郎 日立小田原 池谷・長尾

bye 　 ６２，７５
　 　 池谷・長尾

池谷　智隆 健楽園テニスクラブ
長尾　啓史 健楽園テニスクラブ

4
シード順位

① 遠藤　健吉、松本　佳大(富士見テニスクラブ,富士見テニスクラブ)
② 池谷　智隆、長尾　啓史(健楽園テニスクラブ,健楽園テニスクラブ)
③ 井上　和幸、大沢　健(アールベルグスキークラブ,L&Mテニスクラブ)
④ 佐藤　明、林田　洋平(神奈中インドアテニスクラブ,神奈中インドアテニスクラブ)
⑤ 瀬戸　義之、青木　智史(L&Mテニスクラブ,L&Mテニスクラブ)

勝俣　正信、高橋　和哉(オレンジヒルテニスクラブ,オレンジヒルテニスクラブ)
岡田　寛、瀬戸　健(開成グリーンテニスクラブ,開成グリーンテニスクラブ)

⑧ 藤江　塁吏、村山　恭平(富士見テニスクラブ,開成グリーンテニスクラブ)

31

32

29

30

27

28

23

24

25

26

21

22

9

10

13

14

7

8

19

20

11

12

15

16

17

18

5

6

1

2

3

4

～



女子ダブルス 参加数(２３)

1R 2R QF SF F
神部　敦子 大井町ファミリーテニスクラブ

高崎　圭子 大井町ファミリーテニスクラブ 神部・高崎
bye 　
　 　 神部・高崎

山本　知美 富士見テニスクラブ ６４，６１
長谷川奈緒子 富士見テニスクラブ 外池・石崎

外池　明梨 Ｔｅａｍ　Ｍ ６４，６３
石崎　菜々恵 Ｔｅａｍ　Ｍ 神部・高崎

高橋 幸枝 グリーンパークス ６３，６３
小林 知美 富士ゼロックス 高橋・小林

bye 　
　 　 高橋・小林

bye 　 W.O.
　 　 内川・平島

内川　洋子 ベルエールテニスクラブ
平島　恵理子 大井町ファミリーテニスクラブ 神山・小西
立川　亜沙美 神奈中インドアテニスクラブ ７５，６２
高橋　美穂 神奈中インドアテニスクラブ 立川・高橋

bye 　
　 　 立川・高橋

加藤　みどり Ｒａｆａｅｌ ６１，６１
西山　洋子 Ｒａｆａｅｌ 佐藤・小菅
佐藤　聖子 ユピテル W.O.

小菅　真里菜 ユピテル 神山・小西
若月　敦子 グリーンスカイ ６３，６３
小川　利江 南足柄テニスクラブ 若月・小川

bye 　
　 　 神山・小西

bye 　 ６２，６１
　 　 神山・小西

神山　優 Ｔｅａｍ　Ｍ
小西　優奈 Ｔｅａｍ　Ｍ 神山・小西
本郷　智恵 神奈中インドアテニスクラブ ６０，６３

稲田　香誉子 神奈中インドアテニスクラブ 本郷・稲田
bye 　
　 　 石井・柳沢

bye 　 ３６，７５，７６(3)
　 　 石井・柳沢

石井　道子 ベルエールテニスクラブ
柳沢　静江 アルバ 青木・山本
荒井　祥子 Ｔｅａｍ　Ｍ ６７（２）、６２，６４
福田　梨奈 Ｔｅａｍ　Ｍ 荒井・福田

bye 　
　 　 青木・山本

bye 　 ６２，６１
　 　 青木・山本

青木　弥生 Ｒａｆａｅｌ 
山本　文江 Ｒａｆａｅｌ 小田・河合
大塚　裕子 グリーンスカイ ５７，６２，６４

斎藤　美恵子 グリーンスカイ 大塚・斎藤
bye 　
　 　 大塚・斎藤

bye 　 ６３，６４
　 　 仲村・山崎

仲村　奈保子 Ｔｅａｍ　Ｍ
山崎　偉智子 日立小田原 小田・河合
小田　愛菜 Ｔｅａｍ　Ｍ ６２，６２
河合　香奈 Ｔｅａｍ　Ｍ 小田・河合
三輪　晶子 ソルト ６０，６３
阿部　千鶴 ソルト 小田・河合

bye 　 ７６(4)、７６(5)
　 　 重田・木村

重田　里実 Ｒａｆａｅｌ 
木村　真澄 Ｒａｆａｅｌ 

13
シード順位

① 神部　敦子、高崎　圭子　(大井町ファミリーテニスクラブ,大井町ファミリーテニスクラブ)
② 重田　里実、木村　真澄　(Ｒａｆａｅｌ ,Ｒａｆａｅｌ )
③ 立川　亜沙美、高橋　美穂　(神奈中インドアテニスクラブ,神奈中インドアテニスクラブ)
④ 青木　弥生、山本　文江　(Ｒａｆａｅｌ ,Ｒａｆａｅｌ )
⑤ 神山　優、小西　優奈　(Ｔｅａｍ　Ｍ,Ｔｅａｍ　Ｍ)
⑥ 大塚　裕子、斎藤　美恵子　(グリーンスカイ,グリーンスカイ)
⑦ 本郷　智恵、稲田　香誉子　(神奈中インドアテニスクラブ,神奈中インドアテニスクラブ)
⑧ 内川　洋子、平島　恵理子　(ベルエールテニスクラブ,大井町ファミリーテニスクラブ)

1

2

3

4

5

6

29

30

19

20

7

8

9

10

17

18

11

12

13

14

15

16

31

32

21

22

23

24

25

26

27

28



男子４５才以上ダブルス 参加数(１３)

1R ＳF F

勝俣　正信 オレンジヒルテニスクラブ

高橋　和哉 オレンジヒルテニスクラブ 勝俣・高橋

鈴木　章弘 ゆめ ６４，６２

下村　幸一 一般市民 勝俣・高橋

伊藤  和正 クボタケミックス ６４,３６,７６(1)

勝俣  伸三 クボタケミックス 伊藤・勝俣

本村　健治 開成グリーンテニスクラブ ５７,６１,６１

猪又　博 開成グリーンテニスクラブ 有沢・長尾

高橋　和彦 L&Mテニスクラブ ６４，６０

曽我　直樹 アールベルグスキークラブ 有沢・長尾

有沢　恭吾 健楽園テニスクラブ ６３，６１

長尾　啓史 健楽園テニスクラブ 有沢・長尾

橋場 成人 富士ゼロックス ６１，６３

小島　博 富士ゼロックス 井上・大沢

井上　和幸 アールベルグスキークラブ ６２，６０

大沢　健 L&Mテニスクラブ

0

シード順位
① 勝俣　正信、高橋　和哉　(オレンジヒルテニスクラブ、オレンジヒルテニスクラブ)
② 井上　和幸、大沢　健　(アールベルグスキークラブ、L&Mテニスクラブ)
③ 　、　　(　、　)
④ 高橋　和彦、曽我　直樹　(L&Mテニスクラブ、アールベルグスキークラブ)

1

2

3

4

5

6

7

8

男子５５才以上 参加数(９)

1R QF SF F
梶　篤司 ハングリーテニスクラブ

関野　彰久 ボム 梶・関野

bye  

　  梶・関野

横山　昌明 クボタケミックス ７６(5),７６(1)

西井　峰人 ＨＴＣ 江原・田中

江原　光二 健楽園テニスクラブ ６４，６２

田中　　修 健楽園テニスクラブ 梶・関野

二見一由 小田原テニス倶楽部 ７６（７）、６４

片岡　誠一郎 オレンジヒルテニスクラブ 二見・片岡

bye  

　  二見・片岡

bye  ６３，６４

　  長澤・土屋

長澤  潤二 クボタケミックス

土屋  秀則 クボタケミックス 梶・関野

阿部　哲也 八幡山ローンテニスクラブ ５３ret

内谷　和美 八幡山ローンテニスクラブ 阿部・内谷

bye  

　  小清水・瀬戸

bye  ６４，６４

　  小清水・瀬戸

小清水　重男 富士見テニスクラブ

瀬戸　明 富士見テニスクラブ 藤村・剱持

萩原　一彦 大井町ファミリーテニスクラブ ６２，６２

池田　久俊 エンドウテニススク－ル 萩原・池田

bye  

　  藤村・剱持

bye  ６２，６１

　  藤村・剱持

藤村　律義 オレンジヒルテニスクラブ

剱持　孝治 オレンジヒルテニスクラブ

bye 7

シード順位

① 梶　篤司、関野　彰久　(ハングリーテニスクラブ、ボム)

② 藤村　律義、剱持　孝治　(オレンジヒルテニスクラブ、オレンジヒルテニスクラブ)

③ 二見一由、片岡　誠一郎 　(小田原テニス倶楽部、オレンジヒルテニスクラブ)

④ 小清水　重男、瀬戸　明　(富士見テニスクラブ、富士見テニスクラブ)

7

8

1

2

3

4

5

6

15

16

9

10

13

14

11

12



男子６５才以上 参加数(３)

氏名 所属 1 2 3 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位
高橋　裕昭 オレンジヒルテニスクラブ

友野　史郎 足柄ローンテニスクラブ
内田　明男 小田原ガーデンテニスクラブ

浜野　健 富士フイルム小田原
西村　芳貢 八幡山ローンテニスクラブ

府川　正廣 八幡山ローンテニスクラブ

シード順位
① 高橋裕昭、友野史郎（オレンジビルテニスクラブ、足柄ローンテニスクラブ）

２－０ 1位

０－２ 3位

１－１ 2位

3 ３６,３６ ３６,５７

2 63,16,36 ６３,７５

1 36,61,63 ６３,６３

男子７０才以上 参加数(６)

1R SF F
鈴木　明 鴨宮テニスクラブ

久保田　明彦 シルバー交流テニス会 鈴木・久保田

bye  

　  鈴木・久保田
山根　尚武 トモロウ ６２，６１

奥原　英明 トモロウ 八田・平本

八田　迪男 八幡山ローンテニスクラブ ７６(3),３６,７５

平本　敢 足柄ローンテニスクラブ 杉田・関野

吉永　秀臣 足柄ローンテニスクラブ ６３，６２

武井　尚司 足柄ローンテニスクラブ 吉永・武井

大沼 達正 八幡山ローンテニスクラブ ６３,６４

高橋　辰男 大井町ファミリーテニスクラブ 杉田・関野

bye  ６０，６１
　  杉田・関野

杉田　芳彦 小田高テニス部ＯＢ会

関野　訓 Zip TC

2

シード順位

① 鈴木　明、久保田　明彦　(鴨宮テニスクラブ、シルバー交流テニス会)

② 杉田　芳彦、関野　訓　(小田高テニス部ＯＢ会、Zip TC)

② 　、　　(　、　)

7

8

1

2

3

4

5

6



女子４５才以上ダブルス 参加数(１６)

1R QF SF F
安藤　知子 アールベルグスキークラブ

白鳥　貴子 アールベルグスキークラブ 安藤・白鳥
志村　和苗 アルバ ２６,６１,６１

太田良　園美 アルバ 安藤・白鳥
米山　由香里 富士見テニスクラブ ６４，６２
鈴木　ひろみ 富士見テニスクラブ 矢田・古屋
矢田　洋子 ジョッキ－ズ ６２，６０
古屋　瑞穂 ジョッキ－ズ 仲村・山田

仲村　奈保子 Ｔｅａｍ　Ｍ ６３，７６（４）
山田　絵里 Ｔｅａｍ　Ｍ 仲村・山田
今村　知子 富士見テニスクラブ ６１，６１
鳥海　道江 ラ・スリーズ 仲村・山田

服部　美由起 Ｔｅａｍ　Ｍ ７５，６３
山口　福子 Ｔｅａｍ　Ｍ 飯田・草山

飯田　百合子 ＢＥＡＴ ７６(1),６４
草山　知美 ＢＥＡＴ 守屋・八木

桐村　奈津子 富士見テニスクラブ ６２，６０
月村　寿与 富士見テニスクラブ 高橋・小林
高橋　幸枝 グリーンパークス ６０，６０
小林　知美 富士ゼロックス 高橋・小林
高野　晴美 健楽園テニスクラブ ７６（３）、６４
鷺谷　好美 ジョイフル 石橋・磯崎
石橋　生子 富士見テニスクラブ ６０，６０
磯崎　光代 富士見テニスクラブ 守屋・八木
浅倉　紀子 グリーンスカイ ６３，７６（４）
乙山　新子 ラ・メールテニススクール 浅倉・乙山
大竹　仁美 アールベルグスキークラブ ６４，６１
佐藤　幸子 ユピテル 守屋・八木

寒原　美由紀 Ｔｅａｍ　Ｍ W.O.
碓井　未奈 富士見テニスクラブ 守屋・八木

守屋　かなる ＵＮＯ ６０，６２
八木　真澄 オレンジヒルテニスクラブ

0
シード順位

① 安藤　知子、白鳥　貴子　(アールベルグスキークラブ,アールベルグスキークラブ)
② 守屋　かなる、八木　真澄　(ＵＮＯ,オレンジヒルテニスクラブ)
③ 仲村　奈保子、山田　絵里　(Ｔｅａｍ　Ｍ,Ｔｅａｍ　Ｍ)
④ 石橋　生子、磯崎　光代　(富士見テニスクラブ,富士見テニスクラブ)
⑤ 　、　　(　,　)
⑥ 飯田　百合子、草山　知美　(ＢＥＡＴ,ＢＥＡＴ)
⑦ 守屋　かなる、八木　真澄　(ＵＮＯ,オレンジヒルテニスクラブ)
⑧ 　、　　(　,　)

12

7

8

1

2

3

4

5

6

9

10

11

13

14

15

16

女子５５才以上ダブルス 参加数(７)

1R SF F
天田　明子 ベルエールテニスクラブ

有川　和香恵 ベルエールテニスクラブ 天田・有川
bye  
　  天田・有川

長谷部　晴美 大井町ファミリーテニスクラブ W.O.

伊藤　みさ子 富士見テニスクラブ 長谷部・伊藤
相川　佳子 開成グリーンテニスクラブ ６２，６４
片野　良子 ラ・スリーズ 天田・有川
松木　節子 Ｚｉｐ ＴＣ ３６，６４，６２

井上　ひとみ Ｚｉｐ ＴＣ 石川・藤村
石川　孝枝 オレンジヒルテニスクラブ ６３，６３
藤村　真理 オレンジヒルテニスクラブ 加藤・古川
安波　郁子 富士フイルム足柄 ６２，６３
妹尾　昌代 ベルエールテニスクラブ 加藤・古川

加藤　千枝子 メランジュ ６１，６２
古川　博子 メランジュ

1
シード順位

① 天田　明子、有川　和香恵　(ベルエールテニスクラブ,ベルエールテニスクラブ)
② 加藤　千枝子、古川　博子　(メランジュ,メランジュ)

1

2

3

4

5

6

7

8



小田原テニス選手権（複・混合）［旧名称：市民大会］歴代優勝者
小田原テニス協会

男子一般 女子一般 男子45才以上 男子55才以上 男子65才以上 女子50才以上(H23から45才） 混合一般 混合100才以上

参加総数 参加数 氏名 所属 参加数 氏名 所属 参加数 氏名 所属 参加数 氏名 所属 参加数 氏名 所属 参加数 氏名 所属 参加数 氏名 所属 参加数 氏名 所属

第１回 昭和４7年 　　　雨天のため中止

第２回 昭和４8年 56組 41組 菅井・朝倉 八幡山ＬＴＣ － － － － － － － － － － － － － － － 14組 金谷・高久 ｶﾈﾎﾞｳ

第３回 昭和４９年 51組 36組 菅井・朝倉 八幡山ＬＴＣ － － － － － － － － － － － － － － － 15組 金谷・高久 ｶﾈﾎﾞｳ

第4回 昭和５０年 151組 86組 菅井・朝倉 八幡山ＬＴＣ 18組 高久・鈴木 ｶﾈﾎﾞｳ 2組 堀・村松 八幡山ＬＴＣ － － － － － － － － － 45組 朝倉・朝倉 八幡山ＬＴＣ

第５回 昭和５１年 161組 84組 朝倉・菅井 八幡山ＬＴＣ 30組 長塚・染谷 明足柄 3組 伊藤・野村 富士小・足 － － － － － － － － － 44組 郡司・岸本 八幡山ＬＴＣ

第６回 昭和５２年 140組 77組 朝倉・菅井 八幡山ＬＴＣ 27組 三好・片山 足柄ﾛｰﾝ 4組 堀・村松 足・八 － － － － － － － － － 32組 別府・諸星 富士足

第７回 昭和５３年 153組 81組 岸本・内田明 足・八 32組 内田・上山 足柄ﾛｰﾝ 5組 山口・境 八幡山ＬＴＣ － － － － － － － － － 35組 元吉・内田 足柄ﾛｰﾝ

第８回 昭和５４年 131組 65組 朝倉・岩本 八幡山ＬＴＣ 29組 萱沼・湯山 足柄ﾛｰﾝ 4組 伊藤・伊与田 ｵﾚﾝｼﾞ － － － － － － － － － 33組 朝倉・朝倉 八幡山ＬＴＣ

第９回 昭和５５年 156組 83組 鈴木・高橋 足柄ﾛｰﾝ 34組 湯山・萱沼 足柄ﾛｰﾝ 4組 河野・小野 明製・ロ － － － － － － － － － 35組 高橋・内田 足柄ﾛｰﾝ

第１０回 昭和５６年 173組 87組 郡司・内田俊 八幡山ＬＴＣ 43組 湯山・萱沼 足柄ﾛｰﾝ 4組 河野・小野 明製・ロ － － － － － － － － － 39組 久保田・染谷 明製菓

第１１回 昭和５７年 188組 95組 所・辻 神奈中 43組 江島・新井 八幡山ＬＴＣ 5組 伊与田･藤原 ｵﾚﾝｼﾞ － － － － － － － － － 45組 鈴木・金光 足柄ﾛｰﾝ

第１２回 昭和５８年 175組 81組 所・鈴木 神・ロ 46組 新井・加藤 オ・神 3組 高橋・藤原 ｵﾚﾝｼﾞ － － － － － － － － － 45組 久保田・瀬岡 明・ロ

第１３回 昭和５９年 204組 88組 所・大鐘 大井町FTC 51組 内田･湯山 足柄ﾛｰﾝ 6組 伊与田･伊藤 ｵﾚﾝｼﾞ － － － － － － － － － 59組 内田雅・内田ま 足柄ﾛｰﾝ

第１４回 昭和６０年 244組 108組 所・井上 大・倶 56組 内田・湯山 足柄ﾛｰﾝ 8組 河野・日野 明製 － － － － － － － － － 72組 所・平野 大・ロ

第１５回 昭和６１年 256組 113組 篠原・磯崎 アミー 63組 内田・湯山 足柄ﾛｰﾝ 8組 岩井･田中 富士足柄 － － － － － － － － － 72組 所・輿石 大井町FTC

第１６回 昭和６２年 260組 125組 所・斎藤 大井町FTC 56組 瀬岡・熊谷 足柄ﾛｰﾝ 10組 米谷・保竹 ｶﾈﾎﾞｳ － － － － － － － － － 69組 所・輿石 大井町FTC

第１７回 昭和６３年 262組 131組 所・斎藤 大井町FTC 57組 瀬岡・熊谷 足柄ﾛｰﾝ 11組 米谷・保竹 ｶﾈﾎﾞｳ － － － － － － － － － 63組 所・原田 大・南

第１８回 平成元年 210組 95組 深見・越野 アミー 48組 内田・原田 ロ・南 11組 米谷・保竹 ｶﾈﾎﾞｳ 3組 伊藤・伊与田 ｵﾚﾝｼﾞﾋﾙ － － － － － － 53組 越野・坂井 アミー

第１９回 平成２年 192組 93組 野田・高橋 日曹 60組 原田・坂井 南足柄TC 7組 辻・杉山 富士足柄 － － － － － － － － － 32組 深見・原田 大・南

第２０回 平成３年 209組 112組 高木・野田 日曹 56組 瀬岡・石井 足柄ﾛｰﾝ 7組 杉山・辻 富士足柄 － － － － － － － － － 34組 久保田・瀬岡 明製・ロ

第２１回 平成４年 236組 121組 越野・青木 アミー 63組 瀬岡・石井 足柄ﾛｰﾝ 14組 久保田・湯山 明製 － － － － － － － － － 38組 久保田・瀬岡 明製・ロ

第２２回 平成５年 250組 128組 谷津・須藤 足柄ﾛｰﾝ・見 57組 原田・小沢 南・八 15組 朝倉・岩本 八幡山LTC 4組 伊藤・小野 オ・ロ － － － － － － 46組 久保田・瀬岡 明製・ロ

第２３回 平成６年 239組 132組 越野・青木 アミー 42組 ﾊﾞｰﾝｽﾞ・井上 大井町FTC 16組 堀・内田 足・八 4組 高橋・岩井 富士足柄 － － － － － － 45組 久保田・瀬岡 明製・ロ

第２４回 平成７年 226組 107組 大石・安波 富士足柄 59組 原田・小沢 南・八 14組 朝倉・岩本 八幡山LTC 4組 伊藤・橘川 足・ｱﾐｰ － － － － － － 42組 須藤・伊藤 ロ・アミ

第２５回 平成８年 205組 108組 大石・安波 富士足柄 36組 ﾊﾞｰﾝｽﾞ・井上 大井町FTC 17組 朝倉・岩本 八幡山LTC 4組 高橋・杉山 足・民 － － － － － － 40組 森・森 富士見TC

第２６回 平成９年 189組 94組 大石・安波 富士足柄 42組 瀬岡・石井 足柄ﾛｰﾝ 7組 朝倉・岩本 八幡山LTC 5組 高橋・杉山 足・民 － － － － － － 41組 所・高梨 大井町FTC

第２７回 平成１０年 207組 107組 神部・尾作 開・L 52組 ﾊﾞｰﾝｽﾞ・井上 ﾍﾞﾙｴｰﾙ 9組 岩本・朝倉 八幡山LTC 7組 高橋・杉山 足・民 － － － － － － 32組 越野・三浦 Ｌ・開

第２８回 平成１１年 184組 82組 剱持・勝俣 ｵﾚﾝｼﾞﾋﾙ 48組 森川・伊藤 L&M・ロ 10組 神保・友野 足柄ﾛｰﾝ 10組 田中・岩井 富士足柄 － － － － － － 34組 勝俣・上原 オ・開

第２９回 平成１２年 203組 79組 遠藤・安部 Ｌ・井 59組 大石・井上 足・べ 11組 村上・森 健・見 12組 米谷・加藤 カ・明小 － － － － － － 42組 勝俣・上原 オ・開

第３０回 平成１３年 211組 85組 神部・勝俣 大・オ 63組 森川・小松 大井町FTC 12組 村上・森 健・見 9組 金谷･嶋田 富士足柄 － － － － － － 42組 三浦・深津 開成ｸﾞﾘｰﾝ

第３１回 平成１４年 289組 97組 遠藤・安部 Ｌ・大 73組 深津・森川 開・大 10組 村上・森 健・見 7組 高橋・岡田 足・大 － － － － － － 53組 三浦・深津 開成ｸﾞﾘｰﾝ

第３２回 平成１５年 228組 86組 松本・関 L&M 69組 深津・森川 開・大 15組 所・鈴木優 大・ﾛ 11組 岩本・内田 八幡山 － － － － － － 60組 神部・森川 大・L

第３３回 平成１６年 281組 81組 大石・高橋 富士足柄 65組 深津・森川 開・ＢＥ 11組 友野・中野 ラ・ロ 12組 岩本・内田 八幡山 － － － － － － 64組 神部・森川 大・ＢＥ

第３４回 平成１７年 269組 71組 神部・関 L&M 59組 深津・森川 開・ＢＥ 15組 所・剣持 大・オ 11組 西・中村 健楽園 6組 高橋・大沼 大・八 － － － 56組 神部・森川 大・ＢＥ

第３５回 平成１８年 242組 62組 小野・青木 TM 54組 深津・森川 開・ＢＥ 22組 露木・越野 ハン・新 10組 臼井・西 健楽園 6組 高橋・岡田 ロ・大 － － － 46組 小野・石井 TM

第３６回 平成１９年 274組 67組 川島・谷 健楽園 52組 深津・森川 開・ＢＥ 24組 露木・越野 ハン・新 16組 臼井・西 健楽園 5組 高橋・大沼 大・八 3組 芦谷・森 ロ・見 38組 神部・森川 大・ＢＥ 11組 森・森 富士見TC

第３７回 平成２０年 254組 61組 神部・関 大・L 57組 小松・和田 ロ・メラ 20組 谷津・鈴木 足柄ﾛｰﾝ 15組 岩本・朝倉 足柄ﾛｰﾝ 9組 田中・辻 富士足柄 3組 芦谷・森 ロ・見 46組 神部・森川 大・ＢＥ 10組 二見・橋本 見・メラ

第３８回 平成２１年 287組 60組 神部・関 大・L 40組 佐藤・内藤 ｱｰﾙ・開 19組 谷津・吉川 足柄ﾛｰﾝ 11組 菊池・高橋 ｵﾚﾝｼﾞﾋﾙ 11組 皆木・鈴木 大・鴨 － － － 59組 瀬戸・今若 Ｌ・カ 15組 平井・岸本 健・フェ

第３９回 平成２２年 269組 57組 神部・関 大・L 35組 岩室・三原 TM 13組 勝俣・剱持 ｵﾚﾝｼﾞﾋﾙ 11組 菊池・高橋 ｵﾚﾝｼﾞﾋﾙ 11組 内田・森重 八幡山 3組 芦谷・森 ロ・見 40組 関・高橋 L・足 9組 高橋・三堀 オ・ロ

第４０回 平成２３年 257組 45組 神部・関 大・L 36組 石川・江崎 開・ﾗﾒ 11組 勝俣・高橋 オ・足 13組 二見・平井 見・健 9組 内田・森重 八幡山 12組 (45才)加藤・古川 ﾒﾗ 27組 萩原・今若 見・ｶﾈﾎﾞｳ 11組 平井・岸本 健・フェ

第４１回 平成２４年 273組 51組 神部・関 大・L 30組 石川・江崎 開・ﾗﾒ 15組 勝俣・高橋 オ・足 13組 森・小清水 富士見 8組 鈴木・背野 鴨・足 18組 芦谷・森 ロ・見 30組 小野・浅田 TM・TM 15組 平井・岸本 健・フェ

第４２回 平成２５年 276組 57組 林田・竹村 神奈中 33組 小澤・小澤 富士見 16組 勝俣・高橋 オ・足 17組 二見・平井 見・健 8組 岩本・岸本 八幡山 22組 芦谷・森 ロ・見 18組 石元・永峰 ﾗﾒ・ﾌｪ 12組 平井・岸本 健・フェ

第４３回 平成２６年 250組 45組 川口・藤江 TM 26組 佐藤・斎藤 ｱｰﾙﾍﾞﾙｸﾞ 16組 勝俣・高橋 オ・足 12組 友野・二見 ロ・見 6組 岩本・川崎 小ｶﾞ 23組 加藤・古川 ﾒﾗﾝｼﾞｭ 15組 関・高橋 大・足 12組 佐々木・古川 富士見

第４４回 平成２７年 245組 31組 宮城・増本 ｱｸｱ 30組 斎藤・片野 ｱｰﾙ・ﾌｪ 15組 田中・岩本 健楽園 12組 高橋・二見 ｵﾚﾝｼﾞﾋﾙ 7組 岩本・川崎 小ｶﾞ 24組 小坂・千葉 Raf 20組 森田・山田 般 13組 勝俣・守屋 オ・ｱｰﾙ

第４５回 平成２８年 228組 32組 神部・関 大・L 21組 斎藤・片野 ｱｰﾙ・ﾌｪ 15組 井上・大沢 ｱｰﾙ・L 15組 藤村・剱持 ｵﾚﾝｼﾞﾋﾙ 4組 岩本・井上 小ｶﾞ 22組 古川・加藤 ﾒﾗﾝｼﾞｭ 16組 関・水本 大・足 11組 勝俣・守屋 オ・ｱｰﾙ

第４６回 平成２９年 34組 遠藤・松本 富士見TC 23組 片野・斉藤 ﾌｪ・ｱｰﾙ 13組 勝俣・高橋 ｵﾚﾝｼﾞﾋﾙ 10組 二見・白井 倶・健楽園 3組 友野・鈴木 足柄ﾛｰﾝ 27組 小坂・千葉 Raf 13組 村山・川合 開成ｸﾞﾘｰﾝ 6組 勝俣・守屋 オ・ｱｰﾙ

第４７回 平成３０年

男子Ｂクラス 女子Ｂクラス 男子45才以上Ｂクラス 男子Cクラス 女子Cクラス 女子50才以上Ｂクラス 混合Ｂクラス 混合120才以上

第３１回 平成１４年 289組 25組 野村・保 三菱化学 25組 太田・藤村 ｵﾚﾝｼﾞﾋﾙTC － － － － － － － － －

第３２回 平成１５年 228組 19組 古川・岡田 日本曹達 28組 広瀬・内藤 開成ｸﾞﾘｰﾝ － － － － － － － － －

第３３回 平成１６年 281組 15組 真壁・清水 富士見 33組 平野・三宅 ハン・ロ － － － － － － － － －

第３４回 平成１７年 269組 16組 一条・佐藤 民 32組 石塚・今 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾙ － － － － － － － － －

第３５回 平成１８年 242組 14組 杉山・加藤 民 23組 相原・武野 楽交 5組 中井・松倉 富士見TC － － － － － －

第３６回 平成１９年 274組 16組 萩原・小宮 富士見 32組 土屋・程塚 神奈中 4組 清水・佐々木 SUNDAYS 6組 立野・奥津 ｵﾚﾝｼﾞﾋﾙTC － － －

第３７回 平成２０年 254組 10組 本村・多田 開・楽 15組 佐々木・小島 BE・民 4組 佐藤・鈴木 民 4組 鈴木・高橋 八幡山 － － －

第３８回 平成２１年 287組 28組 小田・平石 ｼﾞｮｯｷｰｽﾞ 18組 大津・向坂 ラ・メール － － － 7組 鵜沼・柳下 富士見 19組 鈴木・勝又 TM － － － － － －

第３９回 平成２２年 269組 20組 森田・樋渡 日立小田原 12組 福禄・伊藤 A・ｱﾙﾊﾞ － － － 11組 澤・石崎 日立小田原 23組 竹井・磯崎 富士見 － － － 24組 泉・鳥居 足・宮

第４０回 平成２３年 257組 20組 内田・北村 富士見 20組 大塚・瀧浪 ｽｶｲ・開 4組 水島・浜田 大・民 22組 別府・植田 民 29組 池添・重田 ﾌﾘ・Raf

第４１回 平成２４年 273組 18組 香川・横山 ｸﾎﾞﾀ 21組 広瀬・三浦 TM 男子70才以上 6組 柳下・植松 ｻﾝﾃﾞｰﾀﾞｯｸｽ 18組 杉山・相田 ﾌﾘｰﾊﾞｰﾄﾞ 30組 柳沢・加藤 ﾌﾘ・Raf

第４２回 平成２５年 276組 24組 本村・辻野 大・わ 20組 杉山・相田 Rafael 6組 辻・田中 富士足柄 3組 岩崎・水野 日本新薬 14組 石井・山本 小田高OB 混合100才以上Bクラス 26組 鶴田・青木 ﾌﾘ・Raf

第４３回 平成２６年 250組 21組 多田・沼田 ｸﾎﾞ・民 18組 石井・山本 小田高OB 8組 大沼・高橋 八・大 5組 上田・上田 神奈中 16組 本村・西島 小田高OB 5組 石井・石井 ﾍﾞﾙｴｰﾙ 14組 猪俣・浅野 八・民 8組 高橋・加藤 オ・ﾒﾗ

第４４回 平成２７年 245組 18組 菅野・多田 ｸﾎﾞﾀ 25組 松田・駒形 ｱｰﾙ・ｴﾄﾞ 6組 田中・鈴木 足・鴨 6組 伊藤・河野 宮 7組 石川・鳥海 般・ｽﾘ 5組 池田・佐藤 ｴﾄﾞ・ﾕﾋﾟ 21組 平田・西山 日・Raf 5組 山下・名取 ﾗﾒｰﾙ

第４５回 平成２８年 228組 15組 鈴木・藤田 ﾄﾓ 23組 高橋・小林 パ・ゼ 4組 高橋・鈴木 大・鴨 8組 力石・力石 民 6組 高木・杉山 神・開 5組 加藤・加藤 ﾊﾝ・ｼﾞｮｲ 23組 山賀・山賀 健 8組 高橋・石井 オ・ロ

第４６回 平成２９年 組 12組 高木・芦刈 ｿﾙﾄ 21組 柳澤・小野 ｼﾞｮｲﾌﾙ 8組 杉田・金谷 足柄ﾛｰﾝ 3組 長井・羽角 富士ﾌｲﾙﾑ小田原 6組 井上・野間 ｿﾙﾄ 6組 鈴木・杉山 ｴﾄﾞ・開成 22組 菊地・加藤 ﾄﾓﾛｳ・民 11組 高橋・石井 オ・ロ

第４７回 平成３０年 組


