
１９９０年

(第３回)

１９９１年

(第４回)

１９９２年

(第５回)

１９９３年

(第６回)

１９９４年

(第７回)

１９９５年

(第８回)

１９９６年

(第９回)

１９９７年

(第１０回)

１９９８年

(第１１回)

１９９９年

(第１２回)

(第１３回)

２００１年

(第１４回)

(第１５回)

(第１６回)

(第１７回) （ＡＴＣ）

(第１８回) (アミスタ)

(第１９回) (アミスタ)

(第２０回) (アミスタ)

(第２１回) (フラワー)

(第２２回) (アミスタ)

(第２３回) (フラワー)

(第２４回) (ブルーサンダー)

(第２５回) (Ｃ＆Ｄ)

過去の優勝記録（１）　　男子シングルス

２０１１年 宮崎 高田
１ブロック ２ブロック １ブロック ２ブロック

東 住田 井上 巌

１ブロック ２ブロック １ブロック

２００８年 堀江 宮野
１ブロック ２ブロック １ブロック

２ブロック

田沼

２ブロック

中田 松井 奥野 橋本
(ＮＡＳ) （ライズアップ） (ライズアップ) (ＳＴＣ) (アミスタ)

２０１０年 原田 上田

(ＳＴＣ) （アミスタ） (デスデ) (ＰＡＬ) (ＰＡＬ)

(三田硬式) （三菱電機） (パウゼ) (ＡＴＣ) (Ｐ－Ｃｌｕｂ)

宮野 村井 菊永
(ブルーサンダー) （ＮＡＳ） (デスデ) (ウッディ) (パウゼ)

２０１２年 田辺 大川
１ブロック ２ブロック １ブロック

２ブロック

青井 小俣 大林 木本
(ＮＡＳ) （デスデ） (さくら) (三田硬式) (ＮＡＳ)

２００９年 村野 松田
１ブロック ２ブロック １ブロック

２ブロック

村井 宮崎 秋葉 斎藤
(デスデ) （ウッディ） (パウゼ) (ウッディ) (三田硬式)

田井 西谷 竹内

２００７年 村野 浜中
１ブロック ２ブロック １ブロック

２ブロック

今井 黒田 今川 古舞
(三田硬式) （ＳＴＣ） (デスデ) (三田硬式) (パウゼ)

２００６年 小山 富田
１ブロック ２ブロック １ブロック

２ブロック

橋尾

(フラワー) (フラワー) （デスデ） (パウゼ) (ＳＴＣ) (ウッディ)

１ブロック ２ブロック

中筋 前 松崎 神川 樋口 高梨
２００５年 村野

１ブロック ２ブロック １ブロック ２ブロック

（ﾌﾞﾙｰｻﾝﾀﾞｰ） （ウッディ） （デスデ） （ﾌﾞﾙｰｻﾝﾀﾞｰ） （ウッディ） （パウゼ）

２ブロック １ブロック ２ブロック

三村 森川 満島 寺西 奥平 中西

(アミスタ) (アミスタ) (パウゼ) (ＮＡＳ) (パウゼ)

２００４年 天羽
１ブロック ２ブロック １ブロック

(アミスタ) (アミル) (ﾌﾞﾙｰｻﾝﾀﾞｰ) (パウゼ) (とっぷがん)

(フラワー) (フラワー) (アミル)

２００３年 村野
１ブロック ２ブロック １ブロック ２ブロック

二村 臼杵 楠 中田

２００２年 村野
１ブロック ２ブロック １ブロック ２ブロック

(アミスタ)

２０００年 大   西
１ブロック ２ブロック

池   角
若   林 安   田

山田

(ガンバ城山) (ウッディ) (フラワー) (アミスタ)

堀   江 中   筋 大   谷

浜中 瀬尾 奈須

(アミル) (ＮＡＳ)

Ｓ Ａ Ｂ Ｃ

(ガンバ城山)

堀   江 高   田
(フラワー) (メジフィジックス)

(ピラ－)

中   崎
(フラワー)

中   崎
(フラワー)

大   西

中   崎
(ニュータウン)

大   谷

１９８８年（第１回）と１９８９年（第２回）は男子シングルスの種目なし

大   西 稲   田

上   山 日   笠
(弥  生) (フラワー)

森   谷 村   口 倉   本

(ガンバ城山) (つつじ)

竹   内 大   前
(ガンバ城山) (フラワー)



１９８８年

(第１回)

１９８９年

(第２回)

１９９０年

(第３回)

１９９１年

(第４回)

１９９２年

(第５回)

１９９３年

(第６回)

１９９４年

(第７回)

１９９５年

(第８回)

１９９６年

(第９回)

１９９７年

(第10回)

１９９８年

(第11回)

１９９９年

(第12回)

２０００年

(第13回)

２００１年

(第14回)

(第15回)

(第16回) (アミル)

(第17回) （パウゼ）

(第18回) (アミル)

２００６年 石原・武市

(第19回) (三田硬式・アミル)

２００７年 伴野・大谷

(第20回) (フラワー・　アミル)

２００８年 今川･後藤

(第21回) (三田硬式・
ミネルヴァ)

２００９年

(第22回)

２０１０年 今川･後藤

(第23回) (三田硬式・
ミネルヴァ)

２０１１年 今川･後藤

(第24回) (三田硬式・
ミネルヴァ)

２０１２年 安永･河田

(第25回) (三菱電機・
フラワー)

大林･加藤 坂本･青井 猪沢･大番 斧田･横井

(Ｃ＆Ｄ) (デスデ) （うきうき） (ウッディ)

(三菱電機) (三田硬式) （アミスタ・ＳＫＹ） (ライズアップ)

井作･笹谷 今川･富田 東･前川 斉藤･日下

(フラワー) (三菱電機) （三田硬式） (ＮＡＳ)

野崎･前 井作･田沼 松田･斉藤 村上･島野

(アミスタ) (ウッディ･ミネルヴァ) （ＮＡＳ･ＰＡＬ） (うきうき)

村野･大内 中村･後藤 横山･瀬戸 猪沢･釘宮
－

野崎･中筋

(フラワー)

(アミスタ) (ウッディ) （三田硬式･ミネルヴァ） (ラット２０)

村野･大内 人見･今井 今川･後藤 中村･白波瀬 前･横本

(フラワー)

村野・小山 臼杵・藤本 宮野・坂本 大隣・粟井

(アミスタ) (パウゼ) （デスデ） (ウッディ)

(アミスタ) (フラワー) （ＮＡＳ） (ステップワン)

(フラワー)

山本・黒川 高畑・大井

村野・小山 河田・相田 吉田・鎌田 前田・富岡

(アミル) （デスデ） (ウッディ) (ﾌｫｰﾃｨｰﾗﾌﾞ・ｱﾐﾙ) (ステップワン)

真野・寺西

(ガンバ城山) (パウゼ) (アミスタ) (三菱電機) (ウッディ) (三田硬式)

２００５年 杉本・笹倉
1ブロック ２ブロック 1ブロック ２ブロック

大井・大谷

(ガンバ城山) （デスデ） （ウッディ） （ウッディ） （フラワー）

黒田・松崎 中村・今井

足立・満島 奥平・人見 花井・岩崎 西田・宇野
２００４年 藤家・松本

1ブロック ２ブロック 1ブロック ２ブロック

２ブロック
大井・大谷

水川・土谷 吉田・二村 土井・川野 山下・奥平
２００３年 大西・竹内

1ブロック ２ブロック 1ブロック
富田・松永

(パウゼ)

２ブロック

奥村・西前 八代・島 水川・土谷 櫻井・山崎
富田・松永

(三田硬式)

２００２年 北村・藤家
1ブロック ２ブロック 1ブロック

(ガンバ城山) (三菱電機) (三菱電機) (パウゼ)

辻井・村野 佐竹・小島 雲井･植村

(アミスタ) (三田硬式) (ＮＡＳ)

田中・杉山

(三田硬式)

淀江・仲西 鵜飼・笹倉 秋山･鍋島

(三田硬式) (アミル) (三田グリーン)

桑鶴・井上

(ウッディ)

吉川・淀江 三村・池田 興梠・西田

(三田硬式) (ﾌﾞﾙ-ｻﾝﾀﾞ-) (パウゼ)

川野・宇田川

(三菱電機)

大西・竹内 大井・松本

(ガンバ城山) (アミル) (パウゼ)

上山・川崎 武市・佐藤

(弥生・ミネルヴァ) (ウッディ)

狩野・渡部 大久保・井上

(弥  生) (ガンバ城山・ウッディ)

武市・白石

(ウッディ)

川崎・時松

(ミネルヴァ・ジョイント)

上田・内山 岩本・柚田

(ピラ－) (ウッディ)

(ガンバ・ジョイント)

大西・西山

川崎・廣瀬

(ﾐﾈﾙｳﾞｧ・市民病院)

過去の優勝記録（２）　　男子ダブルス

Ｓ Ａ Ｂ Ｃ

中崎・安永

(ニュータウン)

橋本・永戸 陰山・松尾

柳田・宇田川

６０歳以上４５歳以上

(三菱電機)

平瀬・長浜

(市民病院)

(ピラ－) (三菱電機)

(フラワー)

仲西･富田

(三田硬式)

野崎･中筋

(フラワー)

横本･前

藤原・河野

1ブロック ２ブロック

今井・佐竹 竹内・大西
（ジョイント） (ガンバ城山)

戸賀瀬・曽根

(三田硬式)

野崎・中筋

(ウッディ)

仲西・富田



１９８８年

(第１回)

１９８９年

(第２回)

１９９０年

(第３回)

１９９１年

(第４回)

１９９２年

(第５回)

１９９３年

(第６回)

１９９４年

(第７回)

１９９５年

(第８回)

１９９６年

(第９回)

１９９７年 西・大江

(第10回) (三田硬式)

１９９８年 西・大江

(第11回) (三田硬式)

１９９９年

(第12回)

２０００年

(第13回)

２００１年 二神・篠原

(第14回) (NAS・ｸﾘｽﾀﾙ)

(第15回) (とっぷがん)

(第16回) (フラワー・NAS)

(第17回) (ｷｬｽﾊﾟｰ・ｱﾐﾙ) （ウッディ）

(第18回) (パウゼ) (ｷｬｽﾊﾟｰ・ｱﾐﾙ)

(第19回) (ステップワン) (アミスタ・ＮＡＳ)

(第20回) (ステップワン) (ウッディ)

(第21回) (ＡＴＣ) (ﾗｯﾄ20･ｽﾃｯﾌﾟﾜﾝ)

(第22回) (ＡＴＣ)

(第23回) (ＡＴＣ) (ウッディ･ＳＴＣ)

(第24回) (ＡＴＣ) (ウッディ･ＳＴＣ)

(第25回) (ＦＡＢ・とっぷがん) (ウッディ)

女子シングルス 女子ダブルス

Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ｃ ４０歳以上 ５０歳以上

大   江 松永・好

(三田硬式) (三田硬式)

桑   鶴
(ウッディ)

島児・竹林

(三田硬式)

長谷川・酒井 大江・北野

(ジョイント) (三田硬式)

北   陸 大東・今田 吉岡・礒部

(ガンバ城山) (ウッディ)

大   江 松永・好

(三田硬式) (三田硬式)

永   木 坂本・小野

(ウッディ) (三田硬式)

永   木 松下・伊藤

(ウッディ) (ミネルヴァ)

藤   野 野崎・竹林 田上・堀場

(ガンバ城山) (ガンバ城山) (ピッコロ)

(ピッコロ)

小   林 稲角・丸山 二神・荻野 高橋・前川

(ＮＡＳ) (ＮＡＳ) (ＮＡＳ) (ピッコロ)

(パウゼ) (キャスパー) (キャスパー)

山   内 横本・秋本 本田・竹村

原   田 横本・秋本 砂原・治井

(ガンバ城山) (パウゼ・キャスパー) (とっぷがん)

山   内 江本・原田 鈴城・三宅 谷口･向井

(とっぷがん) (アミル) (ガンバ城山・クリスタル) (ブルーサンダー)

原   田 堀井・丸山 吉岡・前原 麻田･西部

(フラワー) (ＮＡＳ) (とっぷがん) (三田硬式)

西田・吉原 戸田・波野

(アミル) (フラワー) (とっぷがん・ﾒｼﾞﾌｨｼﾞｯｸｽ) (ミネルヴァ) (ピッコロ・ＳＴＣ)

２００２年 古   谷 原田・横本
1B 2B

小島・倉森

(ﾌﾞﾙｰｻﾝﾀﾞｰ) (STC・ステップワン)
(フォーティラブ・ステップ

ワン)

2B

大前・藤原 黒川・東田 上野・大本 長浜・中村
２００３年 吉   原 森谷・堀井

1B 2B 1B

２００４年 北陸・奈須
1B

(ﾒｼﾞﾌｨｼﾞｯｸｽ) (ｱﾐﾙ・NAS) (クリスタル)

１B ２B

西田 浦沢

2B 1B 2B
大嶋・浅野 坂本・桑鶴

竹内・千田 手川・杉本 松下・都築 﨑浴・中村

（とっぷがん） （パウゼ） （アミスタ） （パウゼ） （ｽﾃｯﾌﾟﾜﾝ・ﾊﾟｳｾﾞ）

1B 2B

（ミネルヴァ） （アミル）

八尾・西山 大嶋・井川
吉田・吉田 久保・岩越 西上・長谷川 中川・中田

２００５年 中筋 松本 北陸・奈須
1B 2B

(ステップワン)

２００６年 山本 傳 奈須・秋本 嵯峨・平井
1B 2B

(フラワー) (土曜会) (とっぷがん) (キャスパー・パウゼ) (ステップワン) (ウッディ)

磯田・高橋 柴田・岩本
石田・江上 鐵野・窪田

(土曜会) (アミスタ) (とっぷがん･キャスパー) (アミスタ) (ステップワン･ＳＴＣ) (ＳＴＣ)

磯田・高橋 坂本・小村

(ＡＴＣ) (ＷＩＮ) (ﾌﾞﾙｰｻﾝﾀﾞｰ･ｷｬｽﾊﾟｰ) (ＷＩＮ) (ＳＴＣ)

２００７年 羽澤 畑中 北川・平野 田畑・本田 迎山・石田

２００９年 関口 斎藤 吉原･波野 若江･小南 堂本･村上

波野･羽澤 江上･石田

(ＡＴＣ) (ＡＴＣ) (パウゼ) (ステップワン) (ステップワン)

２００８年 神田 武村 小薮･橋元 宅見･河村 福嶌･野崎

小村･井上

(ＰＡＬ) (ＰＡＬ) (ＮＭＰ･ＡＴＣ) (ＡＴＣ) (さくら)

(ＳＴＣ) (ＰＡＬ) (ＮＭＰ･ＡＴＣ) (ステップワン) (ＳＴＣ)

(デスデ) (アミスタ) (フラワー) (うきうき・Ｃ＆Ｄ) (Ｃ＆Ｄ)

(フラワー) (ＮＡＳ) (さくら) (ＰＡＬ) (Ｃ＆Ｄ)

奥野 亀山 野崎･横本 釘宮･大島 小林･松原

小河・西井

小野・二神

波野･羽澤
－

過去の優勝記録（３）　　女子シングルス、女子ダブルス

坂本･辻村岩﨑･中野２０１２年

２０１０年 斉藤 南 吉原･波野 宮武･武村 澤田･奥野

波野･羽澤 小村･井上２０１１年 加藤 岩崎 細見･田畑 田中･李 阪上･中塚

波野･羽澤



１９９２年

(第５回)

１９９３年

(第６回)

１９９４年

(第７回)

１９９５年

(第８回)

１９９６年

(第９回)

１９９７年

(第１０回)

１９９８年

(第１１回)

１９９９年

(第１２回)

２０００年

(第１３回)

２００１年

(第１４回)

(第１５回)

(第１６回)

(第１７回)

(第１８回)

２００６年

(第１９回)

２００７年

(第２０回)

２００８年

(第２１回)

２００９年

(第２２回)

２０１０年

(第２３回)

２０１１年

(第２４回)

２０１２年

(第２５回)

仲西・西

(三田硬式)

竹林・竹林

後藤・福田

(ウッディ)

Ｓ Ａ Ｂ Ｃ

田中・坂本

(三田硬式)

(ガンバ城山)

(パウゼ)

竹村・本田 秋本・秋本

(キャスパー) (キャスパー)

狩野・原田

(弥  生)

上山・市本

森谷・江本 大久保・治井 池角･浅野

(アミル) (ガンバ城山･とっぷがん) (アミスタ)

山田・丸山 村口・八島 倉本・池田

(ＮＡＳ) (ＮＡＳ) (アミスタ)

２００２年 薮原・原田
1B 2B 1B

薮原・原田 中筋・中筋 八尾･鈴木

(フラワー) (フラワー) (ＮＡＳ)

2B

臼杵・伊藤 中嶋・中嶋 高取・平井 中西・波野

(フラワー) (パウゼ) (三菱電機) (アミスタ) (パウゼ・ミネルヴァ)

２００３年 村野・堀井
1B 2B 1B 2B

矢部・武岡 紺本・藤原

大東・中村
伊勢・田中 福井・平田

曽根・曽根 鴫田・谷村

(アミスタ・ＮＡＳ) (土曜会) (ウッディ) (ウッディ・サンテック) (アミスタ)

２００５年 横本・横本
1B 2B

２００４年 寺西・北川
1B 2B

1B 2B

大東・中村 木原・木原 今井・今井 高梨・上田

(ﾌﾞﾙｰｻﾝﾀﾞｰ) （パウゼ） （ﾊﾟｳｾﾞ・ｽﾃｯﾌﾟﾜﾝ） （ＮＡＳ・キャスパー）

仲西・山田 竹内・竹内 亀井・矢鍋 富岡・石塚

(三田硬式) (デスデ) (三田硬式) (ステップワン)

(フラワー) (キャスパー) (ウッディ・アミスタ) (ウッディ・ＮＡＳ) (ウッディ・ＮＡＳ)

小泉･松嶋 中田･中田 籠谷･中村 釘宮･釘宮

(三菱電機) (デスデ) (パウゼ･ステップワン) (うきうき)

前・原田 杉山・杉原 松栄・柳井 岡田・岡田

(フラワー) (三田硬式･ｷｬｽﾊﾟｰ) (ジョイント) (ＮＡＳ)

(アミスタ・ステップワン) (さくら)

野崎･野崎 村井･伊東 岩崎･岩崎 大林･大林

(フラワー) (ウッディ) (パウゼ) (三田硬式)

過去の優勝記録（４）　　ミックスダブルス

１９８８年（第１回）～１９９１年（第４回）まではミックスダブルスの種目なし

梅崎･塩野 巌･李 東･井上 別所･前川

(Ｃ＆Ｄ・ＮＡＳ) (ＰＡＬ) (アミスタ・ライズアップ) (ＳＫＹ)

小池･吉原 松栄･柳井 岩崎･岩崎 川上･小林

(ＮＭＰ) (ジョイント) (ＮＡＳ) (Ｃ＆Ｄ)

梅崎･塩野 香川･香川 金城･東 隠木･澄川

(ＮＡＳ) (三菱電機)


