
第　１　回 一般の部 加藤・森田組 　松下通信工業 １９８６年

第　２　回 一般の部 遠藤・今村組 　松下通信工業 １９８７年

第　３　回 一般の部 梅北・多田組 　城郷テニスクラブ １９８８年

第　４　回 一般の部 遠藤・藤本組 　松下通信工業 国崎・加藤組 　ＭＩＴＣ・城郷ＴＣ １９８９年

第　５　回 一般の部 遠藤・藤本組 　松下通信工業 １９９０年

第　６　回 一般の部 浅野・新谷組 　城郷テニスクラブ 今徳・橋井組 　城郷テニスクラブ １９９１年

第　７　回 一般の部 渋谷・荘山組 　城郷テニスクラブ 渡辺・増井組 　松下通信工業 １９９２年

第　８　回 一般の部 渋谷・荘山組 　城郷テニスクラブ １９９３年

第　９　回 一般の部 上村・大瀧組 　オアフクラブ １９９４年

第 １０ 回 一般の部 漆原・小宮組 　オアフクラブ 佐野・酒井組 　城郷テニスクラブ １９９５年

第 １１ 回 一般の部 中川・青野組 　城郷テニスクラブ 國崎・我妻組 　オアフクラブ １９９６年

第 １２ 回 一般の部 大門・木村組 　城郷テニスクラブ 中川・林組 　城郷テニスクラブ １９９７年

第 １３ 回 一般の部 國崎・我妻組 　オアフクラブ 梅北・青野組 　城郷テニスクラブ １９９８年

第 １４ 回 一般の部 國崎・我妻組 　オアフクラブ 菊池・岩崎組 　オアフ・城郷TC １９９９年

第 １５ 回 一般の部 渋谷・渡邊組 　城郷テニスクラブ 中谷・坂田組 　N E C ２０００年

第 １６ 回 一般の部 柏木・板谷組 　城郷テニスクラブ 渋谷・渡邊組 　城郷テニスクラブ ２００１年

第 １７ 回 一般の部 戸塚・高橋組 　ゆめみ会 中澤・澤田 　日吉テニスクラブ ２００２年

第 １８ 回 一般の部 戸塚・高橋組 　ゆめみ会 垣原・新美組 　ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝ・ﾄﾓｰｽﾞ ２００３年

第 １９ 回 一般の部 戸塚・高橋組 　ゆめみ会 横山・横山組 　フェルゼン ２００４年

第 ２０ 回 一般の部 垣原・新美組 　エバーＧ・希望ヶ丘 横山・横山組 　フェルゼン ２００５年

第 ２１ 回 一般の部 瀬川・久我組 　三井住友海上 下田・中尾組 　SALUTE・マクニカ ２００６年

第 ２２ 回 一般の部 下田・下田組 　SALUTE 瀬川・久我組 　アトラクトスポーツ ２００７年

一般の部 佐藤・佐藤組 　アトラクトスポーツ 岡田・信本組 　フリー ２００８年

年齢別 広野・広野組 　ゆめみ会・ﾄﾓｰｽﾞ 星　・上坂組 　日吉ローンTC ２００９年

一般の部 上田・古屋組 　ゆめみ会 垣原・新美組 　トモーズ ２０１０年

年齢別 戸川・戸川組 　ドンベイズ 藤本・富山組 　ゆめみ会 ２０１０年

第 ２５ 回 一般の部 垣原・新美組 　ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝ・ﾄﾓｰｽﾞ 尾関・橋詰組 　りりあタウン整骨院 ２０１１年

一般の部 垣原・新美組 　ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝ・ﾄﾓｰｽﾞ 宇賀神・植田 　SALUTE ２０１２年

年齢別 稲岡・進藤組 　トモーズ 岡崎・山田組 　パッシングショット ２０１２年

一般の部 宇内・内藤組 　フリー 垣原・新美組 　在住・トモーズ ２０１３年

年齢別 平田・畑佐組 　在住・トモーズ 岡崎・山田組 　パッシングショット ２０１３年

一般の部 都倉・久富組 　トモーズ 川端・金子組 　ＪＲＣ ２０１４年

年齢別 平田・畑佐組 　在住・トモーズ 牧野・鈴木組 　トモーズ ２０１４年

一般の部 伊藤・中山組 　在勤・フリー 川端・金子組 　ＪＲＣ ２０１５年

年齢別 岡崎・山田組 　パッシングショット 渡会・坂井組 　在住・在住 ２０１５年

一般の部 宇内・内藤組 　在勤・フリー 芝本・立木組   M&W・在住 ２０１６年

年齢別 川本・金子組 　在住・在住 新井・鳥山組   team M&WEST ２０１６年

一般の部 垣原・新美組 　在住・トモーズ 芝本・立木組   M&W・在住 ２０１７年

年齢別 川本・金子組 　在住・在住 中山・十河組   team M&WEST ２０１７年

一般の部 上野・上野組 　キャロット 芝本・立木組   M&W・在住 ２０１８年

年齢別 宮下・古賀組 　ＳＡＬＵＴＥ 　安藤・森組 　キャロット ２０１８年

一般の部 芝本・立木組 　team WEST 渡辺・椎山組 　ｺｰｴｰﾃｸﾓｹﾞｰﾑｽ・在住 ２０１９年

100歳の部 ２０１９年

第 ３４回 ２０２０年

一般の部 富樫・矢野組 　team WEST 岡・岡組 　SALUTE ２０２１年

100歳の部 松山・金子組 　在住・在住 佐藤・石川組 　OTTC・在住 ２０２１年

120歳の部 末次・田中組 　在住・在住 中山・十河組 　team WEST ２０２１年

一般の部 ２０２２年

100歳の部 ２０２２年

120歳の部 ２０２２年

第 ３２ 回

第 ３１ 回

第 ３０ 回

港北区ミックスダブルス歴代優勝・準優勝者

第 ２４ 回

第 ２３ 回

第 ２９ 回

第 ２６ 回

第 ２７ 回

第 ２８ 回

優勝ペア 準優勝ペア

第３５回

第３６回

大会中止

　吉田・山田組(フロンティア)・垣原・新美組(在住・トモーズ)
第 ３３回


