
種目

第　１　回 一般の部 　川本・佐々木組 　松下通信機工業 1984年

第　２　回 一般の部 渡会・山田組 　菊名ブリーンＴＣ 1985年

第　３　回 一般の部 梅北・帯刀組 　菊名ブリーンＴＣ 1986年

第　４　回 一般の部 梅北・帯刀組 　菊名ブリーンＴＣ 1987年

第　５　回 一般の部 梅北・帯刀組 　城郷テニスクラブ 1988年

第　６　回 一般の部 佐野・江川組 　城郷テニスクラブ 1989年

第　７　回 一般の部 佐野・江川組 　城郷テニスクラブ 多田・小川組 　城郷テニスクラブ 1990年

第　８　回 一般の部 吉村・斉藤組 　夢見ヶ崎ローン 川緑・石井組 　港北下水 1991年

第　９　回 一般の部 中西・鈴木組 　日吉ローンTC 赤羽・高梨組 　市が尾ローンTC 1992年

第 １０ 回 一般の部 梅北・飯窪組 　城郷テニスクラブ 1993年

第 １１ 回 一般の部 原田・草場組 　トム通信 1994年

第 １２ 回 一般の部 漆原・漆原組 　オアフクラブ 1995年

第 １３ 回 一般の部 高橋・仙田組 　資生堂研究所 1996年

第 １４ 回 一般の部 高橋・仙田組 　資生堂研究所 石井・鹿島組 　港北下水 1997年

第 １５ 回 一般の部 高坂・ﾀﾞﾆエル組 　タイイング 井上・坂本組 　ゆめみ会 1998年

第 １６ 回 一般の部 高橋・仙田組 　資生堂研究所 石井・鹿島組 　港北下水 1999年

第 １７ 回 一般の部 高橋・仙田組 　資生堂研究所 向川・越田組 　ゆめみ会 2000年

第 １８ 回 一般の部 高橋・仙田組 　資生堂研究所 遠藤・生井組 　松下通信 2001年

第 １９ 回 一般の部 福寿・戸塚組 　ゆめみ会 佐藤・中山組 　ゆめみ会 2002年

第 ２０ 回 一般の部 小坂・小坂組 　ゆめみ会 福寿・戸塚組 　ゆめみ会 2003年

第 ２１ 回 一般の部 福寿・戸塚組 　ゆめみ会 久保・中川組 　日吉ローンTC 2004年

第 ２２ 回 一般の部 永井・宮本組 ルネサンス・日本ケイデンス 中島・横山組 　フェルゼン 2005年

第 ２３ 回 一般の部 福寿・戸塚組 　ゆめみ会 永井・宮本組 ルネサンス・日本ケイデンス 2006年

一般の部 2007年

年齢別 佐藤・中山組 　ゆめみ会 滝沢・星野組 　日吉ローンTC 2007年

一般の部 拜郷・川端組 　J　R　C 高濱・尾関組 　りりあタウン整骨院 2008年

年齢別 遠藤・生井組 　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾓﾊﾞｲﾙ 渡会・郡司組 　日吉ローンTC 2008年

一般の部 拜郷・川端組 　J　R　C 岩瀬・柏木組 　K　F　P 2009年

年齢別 鈴木・中西組 　日吉ローンTC 渡会・郡司組 　日吉ローンTC 2009年

一般の部 福寿・広野組 　ゆめみ会 拜郷・川端組 　J　R　C 2010年

年齢別 宮崎・奥村組 　日吉ローンTC 山田・中川組 　日吉ローンTC 2010年

一般の部 高木・森田組 　O T T C 拜郷・川端組 　フリー・J　R　C 2011年

年齢別 中尾・細尾組 　日吉ローンTC 星野・稲生組 　日吉ローンTC 2011年

一般の部 拜郷・川端組 　フリー・J　R　C 加藤・日野組 　トモーズ・フリー 2012年

年齢別 中川・宮崎組 　日吉ローンTC 吉田・安田組 　キャロット 2012年

一般の部 拜郷・川端組 　在住・J　R　C 野村・石渡組 　在住・在住 2013年

年齢別 矢吹・中川組 　トモーズ 渡会・福岡組 　日吉ローンTC 2013年

一般の部 左藤・豊田組 　在勤・在勤 拜郷・川端組 　在住・J　R　C 2014年

年齢別 土屋・生稲組 　在住・在住 太田・稲生組 　日吉ローンＴＣ 2014年

一般の部 拜郷・川端組 　在住・J　R　C 杉山・依田組 　在住・ＳＡＬＵＴＥ 2015年

年齢別 矢吹・中川組 　トモーズ 土屋・生稲組 　在住・在住 2015年

一般の部 冨岡・竹田組 　在住・キャロット 辻・伊藤組 　在勤・在勤 2016年

年齢別 土屋・生稲組 　在住・在住 浅利・池本組 　ＪＳＴ 2016年

第 ２９ 回

第 ３０ 回

第 ２７ 回

第 ２８ 回

港北区男子ダブルス歴代優勝・準優勝者

優勝ペア 準優勝ペア

第 ２４ 回

第 ２６ 回

第 ２５ 回

第 ３３ 回

第 ３１ 回

第 ３２ 回



一般の部 生稲・中西組　 　在住・在勤 谷・石川組 　トモーズ・在住 2017年

年齢別 加藤・棚沢組 　トモーズ 土屋・生稲組 　在住・在住 2017年

一般の部 小林・荻原組 　在勤・在勤 加賀・田中組 　在住・在住 2018年

年齢別 岩瀬・柏木組 　KFP・在住 加藤・棚沢組 　トモーズ 2018年

一般の部 加賀・田中組 　在住・在住 小林・荻原組 　在勤・在勤 2019年

年齢別(50) 岩瀬・柏木組 　KFP・在住 加藤・棚沢組 　トモーズ 2019年

年齢別(60) 池守・中島組 　在住・フリー 生井・宮崎組 　在住・在住 2019年

一般の部 埴原・大西組 　在住・フリー 橋爪・池谷組 　フロンティア 2020年

年齢別(50) 島崎・新井組 　team WEST 鶴間・三木組 　在住・フリー 2020年

年齢別(60) 生井・宮崎組 　在住・在住 末次・藤解組 　在住・在住 2020年

一般の部 埴原・大西組 　在住・フリー 今崎・橋本組 　横浜ナイタークラブ 2021年

年齢別(50) 中川・矢吹組 　トモーズ 丸山・島田組 　在住・フリー 2021年

年齢別(60) 宇田津・戸川組 　DONNBAYS 末次・藤解組 　在住・在住 2021年

一般の部 岩丸・仲村組 　エスポルタ 阿部・蒲生組 　在住・在住 2022年

年齢別(50) 2022年

年齢別(60) 吉田・峯地組 　フロンティア 丸山・國本組 　フロンティア 2022年

第 ３４ 回

第 ３５ 回

中止

第 ３７回

第 ３８ 回

第 ３９ 回

第 ３６ 回


