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回 年度 西暦 優勝 準優勝 ３位 ３位

9 昭和５３年度 １９７８年 矢野・平山

10 昭和５４年度 １９７９年 久保・長瀬 松田･長田 石橋・太田 佐々木・石田

11 昭和５５年度 １９８０年 矢野・平山 久保･長瀬 松田・桜沢 丸山・日野川

12 昭和５６年度 １９８１年 石橋・大野 平山・小野寺 松田・佐藤 丸山・日野川

13 昭和５７年度 １９８２年 松田・河崎 川尻・大野 石橋・日野川 丸山・太田

14 昭和５８年度 １９８３年 松田・河崎 平山・小野寺 石橋・大野 大田・川尻

15 昭和５９年度 １９８４年 石橋・川尻 小林・勝本 平山・小野寺 大田・大野

16 昭和６０年度 １９８５年 松田･平山

17 昭和６１年度 １９８６年 松田・久保田

18 昭和６２年度 １９８７年 石川・水村 松田･平山 日野川・丸山 石橋・川尻

19 昭和６３年度 １９８８年 平山・鎌田 石川･水村 松田・小野寺

20 平成元年度 １９８９年 松田・鎌田 平山･小野寺 石川・水村

21 平成２年度 １９９０年 久保田・小野寺 松田･平山 瀬戸・守屋

22 平成３年度 １９９１年 石川・水村 松田･平山 久木・佐藤

23 平成４年度 １９９２年 鈴木・渡辺 松田･平山 久木・佐藤

24 平成５年度 １９９３年 松田・平山 鈴木・渡辺 松本・Gary 金・白鳥

25 平成６年度 １９９４年 松田・平山 岡村・奈良 林・佐藤 久保田。神山

26 平成７年度 １９９５年 渡辺・樋口 久木・平山 久保田・福田 岡村・奈良

27 平成８年度 １９９６年 渡辺・樋口 松田・岡村 久木・吉田

28 平成９年度 １９９７年 渡辺・樋口 町田・鈴木 奈良・辻川

29 平成１０年度 １９９８年 渡辺・樋口（連） 松田・岡村（連） 橋本・田辺（一）

30 平成１１年度 １９９９年 古賀・田辺（一） 松田・久木（連） 林・富田（連）

31 平成１２年度 ２０００年 渡辺・樋口（連） 古河・田辺（一） 佐藤・久木（連）

32 平成１３年度 ２００１年 渡辺・樋口（連） 奈良・関（連） 松田・麻生（連）

33 平成１４年度 ２００２年 山下・宿谷（連） 渡辺・樋口（連） 越生・鈴木（連）

34 平成１５年度 ２００３年 渡辺・樋口（連） 奈良・関（連） 山下・宿谷（連）

35 平成１６年度 ２００４年 渡辺・樋口（連） 山下・宿谷（連） 喜多・川杉（サ）

36 平成１７年度 ２００５年 渡辺・樋口（連） 山下・宿谷（連） 奈良・関（連）

37 平成１８年度 ２００６年 渡辺・樋口（連）平岡・山下文（一 山下・宿谷（連）

38 平成１９年度 ２００７年 渡辺（連）・山下文（一） 宿谷・小澤（連） 大平・関（連）

39 平成２０年度 ２００８年 渡辺（連）・山下文（一） 大平・関（連） 金・清水（連）

40 平成２１年度 ２００９年 渡辺・小澤（連）鈴木優・長峯（連 大平・関（連）

41 平成２２年度 ２０１０年 近藤・池田（一） 吉岡・永松（一） 宿谷・船木（連）

42 平成２３年度 ２０１１年 大平・関（連） 佐藤・永松（一） 宿谷・奈良（連）

43 平成２４年度 ２０１２年 近藤・池田（連） 大平・関（連） 奈良・金（連）

注1：（連）は連盟会員。（サ)は、団体会員のサークル９４。(一)は、一般参加者

○　総合体育大会
ダブルストーナメント大会

男子の部
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回 年度 西暦 優勝 準優勝 ３位 ３位

9 昭和５３年度 １９７８年 鹿島・長瀬

10 昭和５４年度 １９７９年 鹿島・長瀬

11 昭和５５年度 １９８０年 長瀬・並木 中古・富田 平山・小宅 鹿島・下田

12 昭和５６年度 １９８１年 鹿島・松本 富田・田原 中谷・小宅 金子・篠田

13 昭和５７年度 １９８２年 鹿島・松本 金子・太田 宮本・田村 横山・宮入

14 昭和５８年度 １９８３年 鹿島・松本 金子・太田 篠田・鈴木

15 昭和５９年度 １９８４年 鹿島・松本 金子・太田 田村・天満 神武・田原晴

16 昭和６０年度 １９８５年 鹿島・松本

17 昭和６１年度 １９８６年 鹿島・松本 金子・大田

18 昭和６２年度 １９８７年 鹿島・松本 平山・久木 天満・田村 八木・熊谷

19 昭和６３年度 １９８８年 天満・田村 平山・久木 八木・熊谷 田口・山田

20 平成元年度 １９８９年 平山・久木 天満・田村 瀬戸・岸浪 並木・河崎

21 平成２年度 １９９０年 平山・笹路 天満・田村 泉・村上 熊谷・並木

22 平成３年度 １９９１年 平山・笹路 田村・熊谷 泉・藤田 八木・綿貫

23 平成４年度 １９９２年 平山・笹路 藤田・島田 平野・竹永

24 平成５年度 １９９３年 平山・笹路 田村・熊谷 泉・久木 竹永・Poter

25 平成６年度 １９９４年 平山・笹路 熊谷・綿貫（連） 泉・久木 竹永・藤田

26 平成７年度 １９９５年 平山・笹路 竹永・藤田（連） 泉・久木 綿貫・上田

27 平成８年度 １９９６年 久木・藤田（連） 平山・笹路 中野・相川

28 平成９年度 １９９７年 平山・笹路 泉・久木 井上・中野

29 平成１０年度 １９９８年 藤田・平山（連） 綿貫・醍醐（連） 田村・泉（連）

30 平成１１年度 １９９９年 綿貫・泉（連） 平山・長塚（連） 藤田・磯辺（連）

31 平成１２年度 ２０００年 泉・平山（連） 藤田・綿貫（連） 久木・長塚（連）

32 平成１３年度 ２００１年 泉・平山（連） 藤田・綿貫（連） 福島・和田（一）

33 平成１４年度 ２００２年 泉・平山（連） 藤田・綿貫（連） 岡崎・安部（連）

34 平成１５年度 ２００３年 泉・平山（連） 藤田・綿貫（連） 竹永・安部（連）

35 平成１６年度 ２００４年 藤田・綿貫（連） 泉・平山（連） 岡崎・西村（連）

36 平成１７年度 ２００５年 藤田・綿貫（連） 竹永・関（連） 高橋・西村（連）

37 平成１８年度 ２００６年 竹永・関（連） 藤田・綿貫（連） 奈良・田村（連）

38 平成１９年度 ２００７年 竹永・関（連） 藤田・綿貫（連） 奈良・田村（連）

39 平成２０年度 ２００８年 奈良・田村（連） 竹永・関（連） 藤田・綿貫（連）

40 平成２１年度 ２００９年 奈良・田村（連） 岩佐・近藤（一） 岡崎・安部（連）

41 平成２２年度 ２０１０年 竹永・関（連） 奈良・田村（連） 岡崎・安部（連）

42 平成２３年度 ２０１１年 金井・秋山（連） 竹永・関（連） 岡崎・泉（連）

43 平成２４年度 ２０１２年 竹永・関（連） 奈良・田村（連） 秋山・斉藤（連）

注1：（連）は連盟会員。(一)は、一般参加者

女子の部
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回 年度 西暦 優勝 準優勝 ３位 ３位

1 平成７年度 １９９５年 八重樫・河野 天満・岸浪 村田・鈴木 松浦・船山

2 平成８年度 １９９６年 村田・鈴木 藤田・斉藤 山下・赤坂

3 平成９年度 １９９７年 村田・鈴木 八重樫・河野 天満・岸浪（芳）

4 平成１０年度 １９９８年 小林・大内（Ｈ） 河野・守屋（連） 田村・鈴木（連）

5 平成１１年度 １９９９年 鈴木・天満（連） 榎本・藤田（朝） 八重樫・河野(連)

6 平成１２年度 ２０００年 寺嶋・松崎（連） 鈴木・天満（連） 村田・荒川（連）

7 平成１３年度 ２００１年 青山・高橋（Ｈ） 藤田・桜沢（朝） 岸浪・宗田（連）

8 平成１４年度 ２００２年 小林・高橋（Ｈ） 寺嶋・松崎（連） 山本・鈴木（連）

9 平成１５年度 ２００３年 小林・高橋（Ｈ） 岸浪・鈴木（連） 藤田・桜沢（朝）

10 平成１６年度 ２００４年 山本・秋本（連） 熊谷・河野（連） 藤田・榎本（朝）

11 平成１７年度 ２００５年 小林・鈴木（Ｈ） 吉田・井伊（連） 荒川・浅野（連）

12 平成１８年度 ２００６年 有村・榎本（朝） 寺嶋・松崎（連） 岸浪・鈴木（連）

13 平成１９年度 ２００７年 安藤・藤井（朝） 有村・榎本（朝） 高野・宗田（連）

14 平成２０年度 ２００８年 有村・榎本（朝） 安藤・藤井（朝） 寺嶋・松崎（連）

15 平成２１年度 ２００９年 小林・高橋（Ｈ） 山本・秋本（連） 有村・榎本（朝）

16 平成２２年度 ２０１０年 佐藤雄・下田（連）山本・浅野（連）

17 平成２３年度 ２０１１年 山本・浅野（連）佐藤雄・下田（連）宗田・手戸（連）

18 平成２４年度 ２０１２年 山本・浅野（連）佐藤雄・下田（連）榎本・渡辺（朝）

注1：（連）は連盟会員。(H)は、団体会員のHOYA。（朝)は、羽村早朝TC

シニアの部


