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２０１７年９月　村中優

ペア 所属 ペア 所属
1 2006年度 平成18年度 関　・後藤 千本ジュニア － － 男子女子を分けずに統一して行う
2 2007年度 平成19年度 鈴木・相澤 原ジュニア 別府・碓井 原ジュニア
3 2008年度 平成20年度 佐野・府川 原ジュニア 佐藤・渡辺 原ジュニア
4 2009年度 平成21年度 土屋・杉山 原ジュニア 長田・松川 千本ジュニア
5 2010年度 平成22年度 中村・森山 千本ジュニア 根上・杉山 千本ジュニア
6 2011年度 平成23年度 石川・山下 千本ジュニア 大津・山本 原ジュニア
7 2012年度 平成24年度 石川・朝倉 千本ジュニア 土屋・木村 千本テニックス
8 2013年度 平成25年度 石川・朝倉 千本ジュニア 古路木・内藤 千本テニックス
9 2014年度 平成26年度 岡山・塩崎 千本テニックス 芹澤・高木 千本テニックス
10 2015年度 平成27年度 佐野・町田 原ジュニア 芹澤・高木 千本テニックス
11 2016年度 平成28年度 藤原・尾和瀬 千本ジュニア 石川・宗光 千本ジュニア
12 2017年度 平成29年度 山本・池谷 原ジュニア 田畑・町田 原ジュニア

回数

沼津選手権大会（小学生の部）　過去の栄光

男子 女子
西暦 和暦 備考
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２０１７年９月　村中優

ペア 所属 ペア 所属
1 1971年度 昭和46年度
2 1972年度 昭和47年度
3 1973年度 昭和48年度
4 1974年度 昭和49年度 島田・杉山 第五中 遠藤・笹井 第二中
5 1975年度 昭和50年度 高橋・細井 第五中 首藤・小池 大岡中
6 1976年度 昭和51年度
7 1977年度 昭和52年度 田中・杉山 原中 並木・登坂 第四中
8 1978年度 昭和53年度 石田・山田 第五中
9 1979年度 昭和54年度
10 1980年度 昭和55年度
11 1981年度 昭和56年度 梶山・田尻 第二中
12 1982年度 昭和57年度
13 1983年度 昭和58年度
14 1984年度 昭和59年度
15 1985年度 昭和60年度 杉山・大橋 門池中 大橋・正村 暁秀中
16 1986年度 昭和61年度 佐藤・勝又 暁秀中 大橋・早川 暁秀中
17 1987年度 昭和62年度 高嶋・秋山 愛鷹中 山本・山本 第三中
18 1988年度 昭和63年度
19 1989年度 平成元年度
20 1990年度 平成2年度 古野・園田 大岡中 杉山・山下 大岡中
21 1991年度 平成3年度 勝間田・勝又 第三中 森・岡野 原中
22 1992年度 平成4年度 斉藤・増田 原中 高島・長沢 原中
23 1993年度 平成5年度 資料なし
24 1994年度 平成6年度 宮下・原 大岡中 鈴木・加藤 第一中
25 1995年度 平成7年度 尾崎・笹原 金岡中 長谷川・牛田 第一中
26 1996年度 平成8年度 小谷・小川 第三中 坂部・坂部 第五中
27 1997年度 平成9年度 鈴木・鈴木 愛鷹中 渡辺・小林 大平中
28 1998年度 平成10年度 稲川・鈴木 第五中 川口・渡辺 愛鷹中
29 1999年度 平成11年度 織田・岩瀬 愛鷹中 白井・大草 大岡中
30 2000年度 平成12年度 神田・鈴木 原中 仲沢・後藤 愛鷹中
31 2001年度 平成13年度 斉藤・市川 愛鷹中 土屋・岩崎 愛鷹中
32 2002年度 平成14年度 佐藤・岡村 大岡中 水野・佐々木 第五中
33 2003年度 平成15年度 増山・松永 金岡中 坂井・伊奈 愛鷹中
34 2004年度 平成16年度 矢田・飯島 金岡中 野田・鈴木 愛鷹中
35 2005年度 平成17年度 高田・鈴木 第五中 木内・高橋 第五中
36 2006年度 平成18年度 町村・近藤 愛鷹中 伊藤・廣瀬 原中
37 2007年度 平成19年度 西山・小池 第五中 足立・深川 静浦中
38 2008年度 平成20年度 飯川・榊原 第五中 勝海・杉田 第五中
39 2009年度 平成21年度 上原・上原 暁秀中 鈴木・植松 第二中
40 2010年度 平成22年度 永田・山崎 原中 小林・高橋 第五中
41 2011年度 平成23年度 植松・伊東 第四中 岩崎・芹澤 第三中
42 2012年度 平成24年度 有田・土屋 原中 田中・鈴木 第五中
43 2013年度 平成25年度 中村・久保田 大岡中 土屋・山本 原中
44 2014年度 平成26年度 木村・後藤 暁秀中 土屋・岡本 原中
45 2015年度 平成27年度 樫本・寺尾 第三中 浅倉・山下 大岡中
46 2016年度 平成28年度 植松・田中 原中 林・山下 大岡中
47 2017年度 平成29年度 岩藤・齋藤 暁秀中 深澤・早川 大岡中
※　残念ながら、昭和の資料は、一切、引き継がれていませんでした。

回数

沼津選手権大会（中学の部）　過去の栄光

西暦 和暦
中学男子 中学女子

備考
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２０１７年９月　村中優

ペア 所属 ペア 所属
1 1982年度 昭和57年度
2 1983年度 昭和58年度
3 1984年度 昭和59年度
4 1985年度 昭和60年度
5 1986年度 昭和61年度
6 1987年度 昭和62年度
7 1988年度 昭和63年度
8 1989年度 平成元年度
9 1990年度 平成2年度 細野・中村 城北高校 渡辺・橋野 加藤学園
10 1991年度 平成3年度 望月・内山 沼津東高 山岸・渡辺 精華高校
11 1992年度 平成4年度 久津輪・小沢 城北高校 岩本・村松 精華高校
12 1993年度 平成5年度 資料なし
13 1994年度 平成6年度 佐藤・橋爪 城北高校 門口・鈴木 加藤学園
14 1995年度 平成7年度 窪田・井上 沼津東高
15 1996年度 平成8年度 小松・前川 沼津学園 小野・増田 沼津中央
16 1997年度 平成9年度 高橋・植松 城北高校 遠藤・岩城 加藤学園
17 1998年度 平成10年度 眞野・清水 城北高校 加藤・植田 加藤学園
18 1999年度 平成11年度 眞野・岡本 城北高校 森下・馬塚 加藤学園
19 2000年度 平成12年度 林・渡辺 森下・杉山 加藤学園
20 2001年度 平成13年度 大野・榊 加藤学園
21 2002年度 平成14年度 村上・大杖 加藤学園 渡辺・大沼 沼津中央
22 2003年度 平成15年度 村上・大杖 加藤学園 渡辺・森田 沼津中央
23 2004年度 平成16年度 後藤・峯川 城北高校 高森・小安 加藤学園
24 2005年度 平成17年度 加藤・伊藤 加藤学園 斉藤・伊奈 沼津中央
25 2006年度 平成18年度 坂井・中河内 城北高校 高田・鈴木 加藤学園
26 2007年度 平成19年度 坂井・中河内 城北高校 深澤・眞野 加藤学園
27 2008年度 平成20年度
28 2009年度 平成21年度 住田・町村 加藤学園 山中・久保 加藤学園
29 2010年度 平成22年度 山中・高木 加藤学園
30 2011年度 平成23年度 佐藤・西原 加藤学園 西村・二瓶 沼津商業
31 2012年度 平成24年度 － － 望月・西原 加藤学園 高校と一般を統合
32 2013年度 平成25年度 － － － － 高校と一般を統合
33 2014年度 平成26年度 － － － － 高校と一般を統合
34 2015年度 平成27年度 鈴木（秀）・中村 加藤学園 西原・佐野 加藤学園 2015年度より再び高校と一般を分けた
35 2016年度 平成28年度 植松・鈴木 沼津東高 土屋・斉藤 加藤学園
36 2017年度 平成29年度 押田・吉田 沼津工業 土屋・斉藤 加藤学園
※　残念ながら、昭和の資料は、一切、引き継がれていませんでした。

回数

雨天中止

雨天中止

沼津選手権大会（高校の部）　過去の栄光

西暦 和暦
高校男子 高校女子

備考



２０１７年９月　村中優

ペア 所属 ペア 所属
1963年度 昭和38年度 土持・長橋 千本ｸﾗﾌﾞ
1964年度 昭和39年度 金田・日置 千本ｸﾗﾌﾞ
1965年度 昭和40年度 柴田・金田 千本ｸﾗﾌﾞ
1966年度 昭和41年度 柴田・金田 千本ｸﾗﾌﾞ
1967年度 昭和42年度 金田・日置 千本ｸﾗﾌﾞ
1968年度 昭和43年度 長橋・大橋 千本ｸﾗﾌﾞ
1969年度 昭和44年度 初又・大橋 千本ｸﾗﾌﾞ
1970年度 昭和45年度 初又・長橋 千本ｸﾗﾌﾞ
1971年度 昭和46年度 初又・石川 千本ｸﾗﾌﾞ
1972年度 昭和47年度 初又・石川 千本ｸﾗﾌﾞ
1973年度 昭和48年度 石井・鈴木 千本ｸﾗﾌﾞ
1974年度 昭和49年度 石井・鈴木 千本ｸﾗﾌﾞ 久保田・木下 香陵ｸﾞﾘｰﾝ
1975年度 昭和50年度 村中・齋藤 明電舎 久保田・木下 香陵ｸﾞﾘｰﾝ
1976年度 昭和51年度 村中・齋藤 明電舎
1977年度 昭和52年度 初又・鈴木 千本ｸﾗﾌﾞ 神山・望月 富士通
1978年度 昭和53年度 稲葉・齋藤 明電舎 石垣・望月 香陵ｸﾞﾘｰﾝ
1979年度 昭和54年度 村中・篠崎 明電舎 鷲巣・篠田 香陵ｸﾞﾘｰﾝ
1980年度 昭和55年度 村中・齋藤 明電舎 中村・篠田 沼津ｸﾞﾘｰﾝ
1981年度 昭和56年度 村中・柳原 明電舎 石垣・長藤 沼津ｸﾞﾘｰﾝ
1982年度 昭和57年度 下山・篠崎 明電舎 石垣・勝呂 沼津ｸﾞﾘｰﾝ
1983年度 昭和58年度 石井・高山 北陵ｸﾗﾌﾞ 村中・藤原 沼津ｸﾞﾘｰﾝ
1984年度 昭和59年度 佐野・長谷川 三島ｸﾗﾌﾞ 村中・藤原 沼津ｸﾞﾘｰﾝ 他協会からの招待選手を含む
1985年度 昭和60年度 村中・柳原 明電舎 鷲巣・芹沢 沼津ｸﾞﾘｰﾝ 他協会からの招待選手を含む
1986年度 昭和61年度 村端・篠崎 明電舎 村中・伊藤 沼津ｸﾞﾘｰﾝ
1987年度 昭和62年度 渡辺・望月 白桃ｸﾗﾌﾞ 矢ノ下・遠藤 沼津ｸﾞﾘｰﾝ
1988年度 昭和63年度 下山・青木 明電舎 矢ノ下・遠藤 沼津ｸﾞﾘｰﾝ
1989年度 平成元年度 佐野・中島 三島ｸﾗﾌﾞ 栗田・鈴木 富士通 他協会からの招待選手を含む
1990年度 平成2年度 八代・原 明電舎 篠宮・望月 富士通
1991年度 平成3年度 八代・原 明電舎 増田・伊藤 沼津ｸﾞﾘｰﾝ
1992年度 平成4年度 青木・倉田 明電舎 村中・遠藤 沼津ｸﾞﾘｰﾝ
1993年度 平成5年度 飯田・原 明電舎 村中・遠藤 沼津ｸﾞﾘｰﾝ
1994年度 平成6年度 井出・望月 明電舎 栗田・甘利 富士通
1995年度 平成7年度 村中・倉田 明電舎 栗田・渡辺 富士通
1996年度 平成8年度 村中・望月 明電舎 村中・遠藤 沼津ｸﾞﾘｰﾝ
1997年度 平成9年度 川崎・原 明電舎 三枝・渡辺 沼津ｸﾞﾘｰﾝ
1998年度 平成10年度 世古・倉田 明電舎 村中・遠藤 沼津ｸﾞﾘｰﾝ
1999年度 平成11年度 世古・倉田 明電舎 村中・遠藤 沼津ｸﾞﾘｰﾝ
2000年度 平成12年度 大村・稲垣 明電舎 三枝・渡辺 沼津ｸﾞﾘｰﾝ
2001年度 平成13年度 世古・倉田 明電舎 村中・遠藤 沼津ｸﾞﾘｰﾝ
2002年度 平成14年度 下山・世古 明電舎 増田・中川 沼津ｸﾞﾘｰﾝ
2003年度 平成15年度 世古・倉田 明電舎 倉田・野口 沼津ｸﾞﾘｰﾝ
2004年度 平成16年度 村中・町村 明電舎 村中・遠藤 沼津ｸﾞﾘｰﾝ
2005年度 平成17年度 加藤・伊東 加藤学園 村中・野口 沼津ｸﾞﾘｰﾝ
2006年度 平成18年度 加藤・稲垣 加藤学園 高田・鈴木 加藤学園
2007年度 平成19年度 世古・大村 明電舎 村上・飛奈 加藤学園
2008年度 平成20年度 児島・森 明電舎 倉田・伊奈 沼津ｸﾞﾘｰﾝ
2009年度 平成21年度 大村・佐川 明電舎 倉田・伊奈 沼津ｸﾞﾘｰﾝ
2010年度 平成22年度 世古・源久 明電舎 倉田・秋山 沼津ｸﾞﾘｰﾝ
2011年度 平成23年度 佐藤・西原 加藤学園 石井・伊奈 沼津ｸﾞﾘｰﾝ
2012年度 平成24年度 加藤・安藤 明電舎 望月・西原 加藤学園
2013年度 平成25年度 加藤・安藤 明電舎 萩原・秋山 沼津ｸﾞﾘｰﾝ
2014年度 平成26年度 朝倉・望月 明電舎 望月・廣瀬 EASTC
2015年度 平成27年度 世古・望月 明電舎 世古・望月 EASTC
2016年度 平成28年度 佐藤・山本 明電舎 望月・廣瀬 EASTC
2017年度 平成29年度 加藤・望月 明電舎 望月・廣瀬 EASTC

※第1回大会の年度が分かりませんでした。
※空白の欄は、資料が残っていませんでした。

沼津選手権大会（一般の部）　過去の栄光

一般男子Ａ 一般女子A
西暦 和暦 備考
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2017年9月　村中優

ペア 所属 ペア 所属
1 1978年度 昭和53年度 村中・齋藤 明電舎 石垣・藤ヶ谷 沼津グリーン
2 1979年度 昭和54年度 村中・齋藤 明電舎 石垣・勝呂 沼津グリーン
3 1980年度 昭和55年度 村中・齋藤 明電舎 石垣・勝呂 沼津グリーン
4 1981年度 昭和56年度 石川・奥谷 北陵クラブ 鷲巣・芹沢 沼津グリーン
5 1982年度 昭和57年度 石川・橘 千本クラブ 遠藤・河合 加藤学園
6 1983年度 昭和58年度 下山・坂口 明電舎 村中・遠藤 沼津グリーン
7 1984年度 昭和59年度 下山・坂口 明電舎 村中・藤原 沼津グリーン
8 1985年度 昭和60年度 佐野・大橋 千本クラブ 村中・坂口 沼津グリーン
9 1986年度 昭和61年度 佐野・大橋 千本クラブ 村中・遠藤 沼津グリーン
10 1987年度 昭和62年度 村中・倉田 明電舎 矢ノ下・遠藤 沼津グリーン
11 1988年度 昭和63年度 下山・町村 明電舎 村中・郡山 沼津グリーン
12 1989年度 平成元年度 青木・倉田 明電舎 村中・遠藤 沼津グリーン
13 1990年度 平成2年度 青木・倉田 明電舎 栗田・渡辺 富士通
14 1991年度 平成3年度 芹沢・原 明電舎 増田・遠藤 沼津グリーン
15 1992年度 平成4年度 青木・倉田 明電舎 村中・遠藤 沼津グリーン
16 1993年度 平成5年度 倉田・高橋 明電舎 増田・野口 沼津グリーン
17 1994年度 平成6年度 村中・倉田 明電舎 村中・遠藤 沼津グリーン
18 1995年度 平成7年度 倉田・菅井 明電舎・加藤学園 村中・遠藤 沼津グリーン
19 1996年度 平成8年度 倉田・菅井 明電舎・加藤学園 村中・遠藤 沼津グリーン
20 1997年度 平成9年度 村中・町村 明電舎 村中・遠藤 沼津グリーン
21 1998年度 平成10年度 世古・倉田 明電舎 村中・遠藤 沼津グリーン
22 1999年度 平成11年度 倉田・菅井 明電舎・加藤学園 森下・杉山 加藤学園
23 2000年度 平成12年度 前園・原 千本・明電舎 村中・遠藤 沼津グリーン
24 2001年度 平成13年度 石原・原 明電舎 村中・遠藤 沼津グリーン
25 2002年度 平成14年度 大村・稲垣 明電舎 渡辺・森田 沼津中央高校
26 2003年度 平成15年度 大村・稲垣 明電舎 村中・遠藤 沼津グリーン
27 2004年度 平成16年度 世古・倉田 明電舎 村中・野口 沼津グリーン
28 2005年度 平成17年度 世古・倉田 明電舎 高田・鈴木 加藤学園
29 2006年度 平成18年度 世古・倉田 明電舎 深澤・飛奈 加藤学園
30 2007年度 平成19年度 朝倉・望月 明電舎 村中・宮崎 沼津グリーン
31 2008年度 平成20年度 世古・源久 明電舎 山中・橋本 加藤学園
32 2009年度 平成21年度 世古・高田 明電舎 山中・室伏 加藤学園
33 2010年度 平成22年度 朝倉・望月 明電舎 石井・折笠 沼津グリーン
34 2011年度 平成23年度 朝倉・望月 明電舎 山中・室伏 加藤学園
35 2012年度 平成24年度 朝倉・望月 明電舎 萩原・秋山 沼津グリーン
36 2013年度 平成25年度 世古・安藤 明電舎 朝倉・秋山 沼津グリーン
37 2014年度 平成26年度 世古・望月 明電舎 望月・廣瀬 ＥＡＳＴＣ
38 2015年度 平成27年度 世古・望月 明電舎 望月・廣瀬 ＥＡＳＴＣ
39 2016年度 平成28年度 世古・望月 明電舎 望月・廣瀬 ＥＡＳＴＣ

回数

沼津インドア大会　過去の栄光

一般男子Ａ 一般女子A
西暦 和暦 備考
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《一般男子》 《成年男子》

平成20年 松口・望月ペア （ﾖﾈｯｸｽ・明電舎） 昭和53年 初又・岩本 ペア （千本ｸﾗﾌﾞ・静園）

平成26年 大柴・原 ペア （新星ｸﾗﾌﾞ・明電舎）

《女子団体》 《団体》

平成10年 沼津グリーンテニスクラブ 平成22年 静岡県：岡・篠崎 ペア（沼津ｸﾞﾘｰﾝ・明電舎）

《小学生男子》 《小学生女子》

平成28年 塩崎・近藤 千本ﾃﾆｯｸｽ・千本ｼﾞｭﾆｱ 昭和59年 大橋・山本ペア 沼津シバタ

《中学男子》 《中学女子》

昭和50年 植松・山田 沼津市立第四中学校 昭和53年 西川・加藤 沼津市立大岡中学校

平成23年 岡本・鶴淵 沼津市立原中学校

《一般男子》 《一般女子》

昭和42年 金田・日置 ペア （千本ｸﾗﾌﾞ） 昭和49年 芹沢・中村 ペア （沼津女商OB）

昭和44年 石川・藤本 ペア （千本ｸﾗﾌﾞ） 平成8年 三枝・林　 ペア （沼津ｸﾞﾘｰﾝ）

昭和46年 初又・水口 ペア （千本ｸﾗﾌﾞ・三島ｸﾗﾌﾞ） 平成10年 三枝・渡辺 ペア （沼津ｸﾞﾘｰﾝ）

昭和47年 初又・水口 ペア （千本ｸﾗﾌﾞ・三島ｸﾗﾌﾞ） 平成12年  金・渡辺 ペア （商友・沼津ｸﾞﾘｰﾝ）

昭和49年 石川・水口 ペア （千本ｸﾗﾌﾞ・三島ｸﾗﾌﾞ） 平成13年 倉田・渡辺 ペア （沼津ｸﾞﾘｰﾝ・球聖）

昭和50年 初又・鈴木 ペア （千本ｸﾗﾌﾞ） 平成16年 木口・倉田 ペア （静清信用金庫・沼津ｸﾞﾘｰﾝ）

平成4年 芹沢・原　 ペア （明電舎） 平成17年 倉田・髙田 ペア （沼津ｸﾞﾘｰﾝ・浜松ﾃﾆｯｸｽ）

平成10年 青木・原　 ペア （三島・明電舎） 平成18年 髙田・鈴木 ペア （加藤学園高校）

平成24年 溝上・望月 ペア （浜松ﾎﾄﾆｸｽ・明電舎） 平成25年 望月・廣瀬 ペア （加藤学園高校）

平成28年 溝上・望月 ペア （浜松ﾎﾄﾆｸｽ・EASTC） 平成26年 望月・廣瀬 ペア （EASTC）

平成27年 望月・廣瀬 ペア （EASTC）

《成年男子》 《成年女子》

平成25年 宇佐美・原 ペア （ﾍﾞﾙｳｯﾄﾞ・明電舎） 平成8年 村中・遠藤 ペア （沼津ｸﾞﾘｰﾝ）

平成26年 宇佐美・原 ペア （ﾍﾞﾙｳｯﾄﾞ・明電舎） 平成12年 村中・遠藤 ペア （沼津ｸﾞﾘｰﾝ）

平成15年 村中・片山 ペア （沼津ｸﾞﾘｰﾝ・葵）

《壮年1部》 平成17年 村中・遠藤 ペア （沼津ｸﾞﾘｰﾝ・大成）

昭和60年 佐野・日置 ペア （千本ｸﾗﾌﾞ） 平成18年 村中・金原 ペア （沼津ｸﾞﾘｰﾝ・さぎの宮）

昭和61年 佐野・大橋 ペア （千本ｸﾗﾌﾞ） 平成19年 村中・金原 ペア （沼津ｸﾞﾘｰﾝ・さぎの宮）

平成28年 岸本・阿久津 ペア （沼津ｸﾞﾘｰﾝ・球聖）

《シニア男子45》

平成11年 下山・吉村 ペア （明電舎） 《シニア女子45》

平成21年 村中・宮崎 ペア （沼津ｸﾞﾘｰﾝ）

《シニア男子60》

平成10年 長谷川・大橋 ペア （富士宮・千本ｸﾗﾌﾞ） 《シニア女子50》

平成11年 永田・大橋 ペア （浜北・千本ｸﾗﾌﾞ） 平成16年 杉山・鷲巣 ペア （球聖・沼津ｸﾞﾘｰﾝ）

平成28年 下山・吉村 ペア （明電舎） 平成17年 杉山・鷲巣 ペア （球聖・沼津ｸﾞﾘｰﾝ）

《シニア男子65》 《シニア女子55》

平成16年 大角・大橋 ペア （浜松ｶﾄﾚｱ・千本ｸﾗﾌﾞ） 平成21年 鷲巣・由比藤 ペア （沼津ｸﾞﾘｰﾝ・巴）

平成17年 大角・大橋 ペア （浜松ｶﾄﾚｱ・千本ｸﾗﾌﾞ） 平成27年 村中・遠藤 ペア （沼津ｸﾞﾘｰﾝ・大成）

平成18年 大角・大橋 ペア （浜松ｶﾄﾚｱ・千本ｸﾗﾌﾞ）

《シニア男子70》 《シニア女子65》

平成25年 石川・篠崎 ペア （千本ｸﾗﾌﾞ・明電舎） 平成10年 松本・鷲見 ペア （さわやか・吉原）

平成22年 岡・石川 ペア （沼津ｸﾞﾘｰﾝ・富士ﾌｧﾐﾘｰ）

《シニア男子75》 平成25年 岡・石川 ペア （沼津ｸﾞﾘｰﾝ・富士ﾌｧﾐﾘｰ）

平成21年 長橋・遠藤 ペア （千本ｸﾗﾌﾞ・雁がね）

平成22年 長橋・遠藤 ペア （千本ｸﾗﾌﾞ・雁がね） 《シニア女子70》

平成27年 岡・石川 ペア （沼津ｸﾞﾘｰﾝ・富士ﾌｧﾐﾘｰ）

《シニア男子80》 平成28年 岡・石川 ペア （沼津ｸﾞﾘｰﾝ・富士ﾌｧﾐﾘｰ）

平成25年 長橋・川崎 ペア （千本ｸﾗﾌﾞ・二の丸）

全日本社会人ソフトテニス選手権大会

全日本クラブソフトテニス選手権大会

静岡県ソフトテニス選手権大会

栄光の記録（歴代優勝者一覧）

東日本ソフトテニス選手権大会

ねんりんピック


