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回 年度 一般男子Ａ級 一般男子Ｂ級 一般女子Ａ級 一般女子Ｂ級 男子３５歳以上 男子４５歳以上 男子５５歳以上 女子４５歳以上

10 1979年 菱沼栄司 荒川巻見 安達真美子 遠山康彦

（五研） （ＹＴＣ） （ＹＴＣ） （ＹＴＣ）

11 1980年 鈴木　孝 仲沢一宏 田口よしえ 久保正毅 川野建樹

（ＹＴＣ） （油脂） （関自工） （ＹＴＣ） （ＹＴＣ）

12 1981年 菱沼栄司 松本文雄 永野昭子 遠山康彦 －

（五研） (日産） （大津） （ＹＴＣ）

13 1982年 菱沼栄司 蛭名　守 葉山美知子 阿部正美 石川

（五研） （ＹＴＣ） （日産） （港研） （ＹＴＣ）

14 1983年 三橋道男 守谷　勝 永野昭子 浅井大三郎 石原　昭

（防大） （ＹＩＴＣ） （あすなろ） （アスカ） （富士電機）

15 1984年 守谷　勝 柿原健一郎 中村阿佐子 － 石原昭

（ＹＩＴＣ） (葉山Ｇ） （あすなろ） （葉山Ｇ）

16 1985年 守谷　勝 鈴木正夫 小林美貴 渡部一博 石原　昭

（ＹＩＴＣ） （日産） （あすなろ） （ＹＴＣ） （富士電機）

17 1986年 守谷　勝 問馬雅樹 菊池節子 阿部正美 柿原健一郎

（ＹＩＴＣ） （ハイランド） （ハイランド） （港研） （津久井浜）

18 1987年 山下弥一郎 白戸三四郎 中村阿佐子 渡部一博 柿原健一郎 遠山康彦

（津久井浜） （ＹＴＣ） （あすなろ） （ＹＴＣ） （津久井浜） （津久井浜）

19 1988年 吉川剛志 柳井　潤 菊池節子 渡部一博 橋本明久 鈴木信興

（関自工） （ＢＦＴＣ） （ハイランド） （ＹＴＣ） （平作ローン） （ＹＴＣ）

20 1989年 高橋茂雄 工藤久幸 菊池節子 石井恵子 白井光男 柿原健一郎 －

（ＹＴＣ） （市役所） （ハイランド） （市役所） （平作ローン） （津久井浜）

21 1990年 白戸三四郎 横田　亮 菊池節子 深井淳子 渡部一博 柿原健一郎 遠山康彦

（ＹＴＣ） （ダイヤランド） （ハイランド） （ＫＭＴＣ） （ＹＴＣ） （津久井浜） （津久井浜Ｇ）

22 1991年 白戸三四郎 中村恵孝 菊池節子 大西美帆 白戸　羊 渡部一博 松崎哲夫

（ＹＴＣ） （マルア・ルー） （ハイランド） （関自工） （地区教職員） （ＹＴＣ） （黒川スポーツ）

23 1992年 白戸三四郎 丸山茂幸 大西美帆 鈴木聡子 鈴木正夫 渡部一博 白戸篤

（ＹＴＣ） （関自工） （関自工） （ダイヤランド） （日産） （ＹＴＣ） （ＹＴＣ）

24 1993年 丸山茂幸 石井貞人 菊池節子 菊池華恵 荒井藤男 伊比信一郎 松崎哲夫

（関自工） （久里浜高） （ハイランド） （ハイランド） （津久井浜） （ハイランド） （黒川スポーツ）

25 1994年 高橋茂雄 沢　直之 菊池節子 三浦キヨ子 奈良　益 植田久雄 松崎哲夫 中村阿佐子

（ＹＴＣ） （ＹＴＣ） （ハイランド） （富士電機） （黒川スポーツ） （津久井浜） （黒川スポーツ） （ダイヤランド）

26 1995年 高橋茂雄 岡島周一 鈴木聡子 池谷真知子 清藤真次 伊比信一郎 松崎哲夫 －

（ＹＴＣ） （ダイヤランド） （ダイヤランド） （クロスマインド） （富士電機） （ハイランド） （黒川スポーツ）

27 1996年 石井貞人 小磯尚義 菊池華恵 菊池理恵 大森秀樹 竹下二生 柿原健一郎 －

（マリア・ルー） （マリア・ルー） （ハイランド） （ハイランド） （ダイヤランド） （総監部） （ダイヤランド）

28 1997年 石井貞人 横山尚彦 菊池理恵 福沢千恵子 大森秀樹 市川雅俊 白鳥　剛 －

（マリア・ルー） （ＹＴＣ） （ハイランド） （ＹＴＣ） （ダイヤランド） （防大職員） （ダイヤランド）

29 1998年 亀井孝直 重　邦宣 菊池理恵 小島英子 大森秀樹 市川雅俊 岡田　進 －

（マリア・ルー） （ＪＳＣ） （ハイランド） （ＹＴＣ） （ＫＰＰＴＣ） （防大職員） （海自横須賀）

30 1999年 吉川剛志 大野雅仁 ｷﾑﾊﾞﾘｰ･ｷﾝﾊﾞｰｸ 佐藤有紀 川島靖司 市川雅俊 岡田　進 中村阿佐子

（関自工） （ＹＴＣ） （米海軍横基） （地区教職員） （米海軍横基） （防大職員） （海自横須賀） （ダイヤランド）

31 2000年 金子　聖 須藤宣嗣 石井恵子 鈴木勝江 石田　聡 市川雅俊 龍岡資臣 中村阿佐子

（地区教職員） （防大） （ダイヤランド） （仲山） （住重） （防大職員） （ダイヤランド） （ダイヤランド）

32 2001年 佐藤仁則 稲木理恵 佐々木毅 市川雅俊 中村玄二郎 津田ちかげ

（葉山ＴＣ） （ハイランド） （マリア・ルー） （防大職員） （ＫＰＰＴＣ） （ダイヤランド）

33 2002年 佐藤仁則 小島英子 山森大輔 市川雅俊 福島尚雄 中村阿佐子

（葉山ＴＣ） （YTC） （YTC） （防大職員） （ダイヤランド） （ダイヤランド）

回 年度 一般男子Ａ級 一般女子Ａ級 男子３５歳以上 男子４０歳以上 男子４５歳以上 男子５０歳以上 男子５５歳以上 男子６０歳以上

34 2003年 能勢康平 鈴木勝江 麦　富栄 川島靖司 市川雅俊 高崎増次 伊比信一郎 岡田　進

（葉山ＴＣ） （葉山ＴＣ） （ＬＴＴ） （米海軍横基） （防大職員） （ダイヤランド） （ハイランド） （ダイヤランド）

35 2004年 横山尚彦 久我まゆ美 山森大輔 村上　龍 大森秀樹 大嶋恵司 三枝猛志 岡田　進

（YTC） （葉山ＴＣ） （YTC） （米海軍基地） （STアカデミー） （富士電機） （モア） （ダイヤランド）

36 2005年 吉川剛志 久我まゆ美 山森大輔 瀬川　勝 岩渕　浩 宝崎隆祐 高崎増次 浜野紘ニ

（関自工） （葉山ＴＣ） （YTC） （JVC） （海自横須賀） （防大職員） （ダイヤランド） （STアカデミー）

37 2006年 吉川剛志 稲木理恵 佐々木毅 岩田雅夫 倉田豊彦 冨永　保 福島尚雄

（関自工） （ハイランド） （ソレイユTT） （STアカデミー） （海自横須賀） （ULSPORTS） （ダイヤランド）

38 2007年 若松哲哉 久我まゆ美 山森大輔 山田　隆 岩田雅夫 冨永　保 稲田寿太郎

（葉山ＴＣ） （葉山ＴＣ） （YTC） （ダイヤランド） （STアカデミー） （ULSPORTS） （海自横須賀）

39 2008年 大内亮宏 久我まゆ美 佐々木毅 山本雅彦 蜂谷　豊 相原英宏 大橋孝行

（ダイヤランド） （葉山ＴＣ） （ソレイユTT） （ロビンソンTG） （ロビンソンTG） （ダイヤランド） （ダイヤランド）

会長杯テニス選手権大会歴代優勝者

ブロック優勝 ブロック優勝

ブロック優勝 ブロック優勝

不成立

不成立

不成立
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回 年度 一般男子Ａ級 一般女子Ａ級 男子３５歳以上 男子４０歳以上 男子４５歳以上 男子５０歳以上 男子５５歳以上 男子６０歳以上

40 2009年 若松哲哉 久我まゆ美 佐藤仁則 山本雅彦 佐々木義隆 倉田豊彦 伊比信一郎

（葉山ＴＣ） （葉山ＴＣ） （葉山ＴＣ） （リエゾンTG） （ダイヤランド） （海自横須賀） （ダイヤランド）

41 2010年 藤瀬直樹 加藤愛美 小林　学 山本雅彦 蜂谷　豊 相原英宏 萩原和雄

（YTC） （葉山ＴＣ） （関自工） （リエゾンTG） （リエゾンTG） （ダイヤランド） （ダイヤランド）

42 2011年 小磯尚義 関亜矢子 宇多寛之 山森大輔 川島靖司 浅葉　誠 稲田寿太郎

（atw） （ダイヤランド） （ダイヤランド） （YTC） （ダイヤランド） （ダイヤランド） （海自横須賀）

43 2012年 大内亮宏 吉田智美 山本雅彦 三上圭一 外山雅士 倉田豊彦

(Ｂ＆Ｒ) (ダイヤランド) (リエゾンＴＧ) (ULSPORTS) (ＹＴＣ) (海自横須賀)

44 2013年 若松哲哉 関亜矢子 宇多寛之 吉原徹 山本雅彦 浅葉　誠 高崎増次

（葉山ＴＣ） （葉山ＴＣ） （ダイヤランド） （ＹＴＣ） (リエゾンＴＧ) （ダイヤランド） （ダイヤランド）

45 2014年 佐藤修平 関亜矢子 宇賀神浩祐 川島靖司 鈴木　剛 田口正弘 高崎増次

（ULSPORTS） （葉山ＴＣ） （エムジール） （ダイヤランド） （ソレイユTT） （葉山ＴＣ） （ダイヤランド）

46 2015年 古我裕輔 富田梨絵子 山崎直樹 田中雄一 山本雅彦 浅葉　誠 田口正弘

（リエゾンＴＧ） （リエゾンＴＧ） （ＹＴＣ） （湘南信金） （リエゾンＴＧ） （ダイヤランド） （葉山ＴＣ）

47 2016年 古我裕輔 関亜矢子 地崎次郎 植松準 山本雅彦 川島靖司 浅葉　誠

（リエゾンＴＧ） （葉山ＴＣ） （ＯＳＣＡＲⅡ） （ソレイユＴＴ） （リエゾンＴＧ） （ダイヤランド） （ダイヤランド）

48 2017年 古我裕輔 横山由貴 出井　晃 沖川　平 山本雅彦 沼田祐彦 永野和彦

（リエゾンＴＧ） （ダイヤランド） （ダイヤランド） （エムジール） （リエゾンＴＧ） （ダイヤランド） （在住）

49 2018年 古我裕輔 横山由貴 植松　準 土屋　俊 川島靖司 浅葉　誠

（ウェルダン） （ａｔｗ） （ソレイユＴＴ） （ＯＳＣＡＲⅡ） （ダイヤランド） （ダイヤランド）

50 2019年 宇賀神浩祐 鈴木未来 奥村雄彦 茶谷光一 佐々木毅 平野智

（エムジール） （葉山TC） （葉山TC） （住重） （ソレイユTT） （ＹＴＣ）

51 2020年

52 2021年 古我裕輔 井根渚 岡里広実 奥村雄彦 金子雄二 茶谷光一 三上圭一

（PLAYMORE） （ラハイナ） （葉山TC） （葉山TC） （ＹＴＣ） （住重） （ＯＳＣＡＲⅡ）

回 年度 男子６５歳以上 男子７０歳以上 男子７５歳以上 女子４０歳以上 女子４５歳以上 女子５０歳以上 女子５５歳以上 女子６０歳以上

34 2003年 － － － － － － －

35 2004年 － － － － － － －

36 2005年 田辺英三 － － － － － －

（ダイヤランド）

37 2006年 龍岡資臣 － － － － － －

（ダイヤランド）

38 2007年 龍岡資臣 － － － － － －

（ダイヤランド）

39 2008年 黒田祐功 － － － － － －

（ジョイフルTD）

40 2009年 中井　孝 － － － 石川ひとみ － －

（YTC） （ダイヤランド）

41 2010年 浜野紘二 田辺英三 － 石川ひとみ － －

（ダイヤランド） （ダイヤランド） （ダイヤランド）

42 2011年 磯山　昭 龍岡資臣 － 萩野一枝 － －

（NTT） （ダイヤランド） （ダイヤランド）

43 2012年 磯山　昭 龍岡資臣 － 萩野一枝 － －

（ダイヤランド） （ダイヤランド） （ダイヤランド）

44 2013年 稲田寿太郎 千葉克之 － 古性めぐみ － －

（海自横須賀） （在住） （ＯＳＣＡＲⅡ）

45 2014年 冨永　保 龍岡資臣 － 山村恵子 － －

(ＹＴＣ) （ダイヤランド） (ＹＴＣ)

46 2015年 稲田寿太郎 仲田　勇 － 萩野一枝 山村恵子 － －

（海自横須賀) （ダイヤランド） （ソレイユＴＴ） (ＯＳＣＡＲⅡ)

47 2016年 高橋正英 磯山　昭 龍岡資臣 萩野一枝 山村恵子 牧野祐子 －

（ジョイフルＴＤ） （ダイヤランド） （ダイヤランド） （ソレイユＴＴ） (ＯＳＣＡＲⅡ) (ＹＴＣ)

48 2017年 高橋正英 仲田　勇 千葉克之 杉井和美 二瓶真紀子 萩野一枝 和田乃里子 －

（ジョイフルＴＤ） （ダイヤランド） （在住） (ＴＴＣ) （ＹＴＣ） （ソレイユＴＴ） (葉山ＴＣ)

49 2018年 高崎増次 稲田寿太郎 龍岡資臣 石田典子 宇多美樹子 杉井和美 宮内純子 －

（どろかめ） （海自横須賀） （ダイヤランド） (ＯＳＣＡＲⅡ) （エムジール） （葉山ＴＣ） （ソレイユＴＴ）

49 2019年 萩原和雄 浅見秀明 仲田勇 松田美根子 杉井和美 宮内純子 間遠智子

（ｼﾞｮｲﾌﾙTD） （ダイヤランド） （ダイヤランド） （OSCARⅡ） （葉山TC） （ソレイユＴＴ） （葉山TC）

49 2020年

52 2021年 浅葉誠 高崎増次 磯山昭 岡本友紀 松田美根子 谷紀枝 和田乃里子

（ダイヤランド） (ＯＳＣＡＲⅡ) （ダイヤランド） （葉山ＴＣ） (ＯＳＣＡＲⅡ) （葉山ＴＣ） (グリッド)

不成立

不成立

不成立

不成立

不成立

不成立

不成立 不成立

不成立

会長杯テニス選手権大会歴代優勝者

不成立

不成立

不成立

不成立

不成立 不成立

不成立

不成立

不成立

不成立

不成立

不成立

不成立 不成立

コロナ禍により　中止

不成立

不成立 不成立

不成立 不成立

不成立

不成立 不成立

不成立 不成立

不成立
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