
◆神奈川県実業団連盟選手権大会成績　男子団体 平成29年6月
年　　度 優勝 準優勝

平成　１年 関東自工 三菱電機鎌倉 富士通川崎 東芝タンガロイ
平成　２年 関東自工 横浜市役所 日本電気相模原 三菱電機鎌倉
平成　３年 日立通信システム 関東自工 横浜市役所 日本電気相模原
平成　３年Ｂ 松下電器藤沢
平成　４年 関東自工 日立通信システム 日産自動車 相模原市役所
平成　５年 関東自工 日産自動車 三菱電機鎌倉 相模原市役所
平成　６年 日立通信システム 関東自工 横浜市役所 三菱電機鎌倉
平成　７年 関東自工 日立通信システム 横浜市役所 ＮＥＣ相模原
平成　８年 関東自工 日立通信システム ＮＥＣ相模原 東電神奈川
平成　９年 日立通信システム 関東自工 東電神奈川 相模原市役所
平成１０年 日立通信システム 関東自工 相模原市役所 横浜市役所
平成１１年 日立通信システム 関東自工 日立通シ本 横浜市役所
平成１２年 三菱電機鎌倉 相模原市役所 日立通信システム 日立情通Ａ
平成１３年 日立通信システム 三菱電機鎌倉 日立戸塚Ａ 日立ソフト
平成１４年 日立通信システム 三菱電機鎌倉Ａ 横浜市役所 三共化成
平成１５年 日立ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾈｯﾄﾜｰｸ 三菱電機鎌倉Ａ 三共化成 日立戸塚
平成１６年 日立ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾈｯﾄﾜｰｸ 三菱電機鎌倉Ａ 日立戸塚 三共化成
平成１７年 日立ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾈｯﾄﾜｰｸ 三菱電機鎌倉Ａ ＮＴＴ通研 三菱電機鎌倉Ｂ
平成１８年 日立情報通信ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 三菱電機鎌倉Ａ 相模原市役所 ＮＩＳＳＡＮ
平成１９年 日立情報通信ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 横浜市役所 ＮＩＳＳＡＮ 三菱電機鎌倉
平成２０年 日立情報通信ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ ＮＩＳＳＡＮ 富士ゼロックス 三菱電機鎌倉Ａ
平成２１年 日立情報通信ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ ＮＩＳＳＡＮ 三菱電機鎌倉 東芝小向
平成２２年 日立情報通信ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 横浜市役所 三菱電機鎌倉Ａ 三菱電機鎌倉Ｂ
平成２３年 日立情報通信ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ いすゞ自動車 ＮＩＳＳＡＮ 横浜市役所
平成２４年 日立情報通信ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 三菱電機鎌倉 富士ゼロックス ＮＩＳＳＡＮ
平成２５年 三菱電機鎌倉Ａ 三菱電機鎌倉Ｂ ＮＩＳＳＡＮ 横浜市役所
平成２６年 三菱電機鎌倉 ＮＩＳＳＡＮ いすゞ自動車Ａ 東芝Ａ
平成２７年 三菱電機鎌倉 ＮＩＳＳＡＮ 横浜市役所 アンリツ
平成２８年 ＮＩＳＳＡＮ 三菱電機鎌倉 横浜市役所 いすゞ自動車Ａ
平成２９年 三菱電機鎌倉 ＫＯＭＡＴＳＵ 横浜市役所 ＮＩＳＳＡＮ

年　　度 優勝 準優勝

平成　１年 日本電気相模原 関東自工
平成　２年 日本電気相模原 関東自工
平成　３年 日本電気相模原 日立情通
平成　４年 ＮＥＣ相模原 旭化成
平成　５年 中止
平成　６年 ＮＥＣ相模原 関東自工
平成　７年 ＮＥＣ相模原 関東自工 日立情通 三菱重工横浜
平成　８年 ＮＥＣ相模原 旭化成 三菱重工横浜 日立情通
平成　９年 ＮＥＣ相模原 日立情通
平成１０年 ＮＥＣ相模原 三菱重工横浜
平成１１年 日立通シ本
平成１２年 ＮＥＣ相模原 日立情通
平成１３年 ＮＥＣ相模原 日立戸塚 ＴＥＰＣＯ 横浜市役所

平成２０年 横浜市役所 味の素 キヤノン
平成２１年 中止
平成２２年 東電神奈川 横浜市役所 キヤノン

３位

◆神奈川県実業団連盟選手権大会成績　女子団体
３位

平成１４年～１９年まで中止

平成２３～２９年まで中止



◆神奈川県実業団連盟選手権大会成績　男子シングルス

年　度 優勝 準優勝
小枝 憲久 伊藤 朗 土田 秀紀 太田 清志
(関東自工) (東芝タンガロイ) (日本電気相模原) (関東自工)
加藤 康二 小枝 憲久 奈良 秀行 太田 清志
(関東自工) (関東自工) (関東自工) (関東自工)
太田 清志 加藤 康二 小枝 憲久 土田 秀紀
(関東自工) (関東自工) (関東自工) (日本電気相模原)
小枝 憲久 秋山 昌博 奥野 昇 小野 武
(関東自工) (日立情通) (東芝タンガロイ) (日本電気相模原)
太田 清志 手島 耕二 奥野 昇 小枝 憲久
(関東自工) (関東自工) (東芝タンガロイ) (関東自工)
大橋 昭人 浜路 圭 馬場 哲也 小野 武
(関東自工) (横浜市役所) (日立情通) (NEC相模原)
馬場 哲也 丸尾 訓明 片山 敏 浜路 圭
(日立情通) (日産自動車) (三菱電機鎌倉) (横浜市役所)
戸倉 正行 半田 賢二 土田 秀紀 浜路 圭

(三菱電機鎌倉) (日立情通) (NEC相模原) (横浜市役所)
戸倉 正行 太田 清志 手島 耕二 伊藤 康則

(三菱電機鎌倉) (関東自工) (関東自工) (関東自工)
戸倉 正行 浜路 圭 手島 耕二 亀谷 幸男

(三菱電機鎌倉) (横浜市役所) (関東自工) (三共化成)
戸倉 正行 高野 大輔 中村 達也 白垣 賢一

(三菱電機鎌倉) (三菱電機鎌倉) (関東自工) (三菱電機鎌倉)
戸倉 正行 亀谷 幸男 白垣 賢一 高野 大輔

(三菱電機鎌倉) (三共化成) (三菱電機鎌倉) (三菱電機鎌倉))
戸倉 正行 白垣　賢一 高野　大輔 亀谷 幸男

(三菱電機鎌倉) (三菱電機鎌倉) (三菱電機鎌倉) (三共化成)
白垣　賢一 戸倉 正行 高野　大輔 亀谷 幸男

(三菱電機鎌倉) (三菱電機鎌倉) (三菱電機鎌倉) (三共化成)
亀谷 幸男 戸倉 正行 濱路　　圭 照屋雄太郎
(三共化成) (三菱電機鎌倉) （横浜市役所） (三共化成)
亀谷 幸男 北島　紳雄 高山　英幸 高野　大輔
(三共化成) （相模原市役所） （横浜市役所） (三菱電機鎌倉)
佐々木誠 三井　聡 高野　大輔 濱路　　圭

（ＮＴＴ通研） (三菱電機鎌倉) (三菱電機鎌倉) （横浜市役所）
三井　聡 亀谷 幸男 久保　智 岡田　裕貴

(三菱電機鎌倉) (三共化成) （横浜市役所） （ＮＩＳＳＡＮ）
加藤 一音 江頭　吾郎 濱路　　圭 高野　大輔

（日立戸塚） （富士ゼロックス） （横浜市役所） (三菱電機鎌倉)
加藤　祐一 濱路　　圭 三井　聡 高野　大輔

(三菱電機鎌倉) （横浜市役所） (三菱電機鎌倉) (三菱電機鎌倉)
加藤　祐一 内山　洋輔 榎木　隼人 折笠　政明

(三菱電機鎌倉) （東電神奈川） （三菱重工相模原）（ＮＩＳＳＡＮ）
小林　拓也 加藤　祐一 田中　淳平 松隈　直樹

(三菱電機鎌倉) (三菱電機鎌倉) （いすゞ自動車） （東電神奈川）
日野　健太郎 戸倉 正行 金床　祐輔 井片　尚
（東芝小向） (三菱電機鎌倉) （横浜市役所） (三菱電機鎌倉)
鈴木　章義 小野塚 博暁 金床　祐輔 中村  峻

（三菱電機鎌倉） （三菱化学） （横浜市役所） (キヤノン)
鈴木　章義 田中　淳平 坂本 博史 小野塚 博暁

（三菱電機鎌倉） （いすゞ自動車） （三菱電機鎌倉） （三菱化学）
鈴木　章義 坂本 博史 小野塚 博暁 山本 拓馬

（三菱電機鎌倉） （三菱電機鎌倉） （三菱化学） （富士ゼロックス）
鈴木　章義 佐藤　大樹 山本 拓馬 坂本 博史

（三菱電機鎌倉） （東芝） （富士ゼロックス） （三菱電機鎌倉）
鈴木　章義 赤石　直貴 坂本 博史 佐藤　大樹

（三菱電機鎌倉） （三菱電機鎌倉） （三菱電機鎌倉） （東芝）
赤石　直貴 鈴木　章義 坂本 博史 池田　智明

（三菱電機鎌倉） （三菱電機鎌倉） （三菱電機鎌倉） （ＫＯＭＡＴＳＵ）
田中　柊圭 金子　克 志子田　敦 小島　英之

（ＩＨＩ横浜） （ＩＨＩ横浜） （ＩＨＩ横浜） （ＩＨＩ横浜）

平成１３年

平成１４年

平成１５年

平成１６年

３位

平成１２年

平成　１年

平成　２年

平成　３年

平成　４年

平成　５年

平成　６年

平成　７年

平成　８年

平成　９年

平成１０年

平成１１年

平成１７年

平成１８年

平成２４年

平成２５年

平成２７年

平成１９年

平成２０年

平成２１年

平成２２年

平成２３年

平成２６年

平成２８年

平成２９年

KJBFオープン



◆神奈川県実業団連盟選手権大会成績　男子ダブルス
年　　度 優勝 準優勝

小枝・太田 細谷・高橋久 奈良・佐原 土田・高山
(関東自工) (関東自工) (関東自工) (日本電気相模原)
奈良・加藤 小枝・太田 秋山・藤田 片山・大須賀
(関東自工) (関東自工) (日立戸塚) (三菱電機鎌倉)
土田・小野 太田・佐原 一瀬・浜路 加藤・大橋

(日本電気相模原) (関東自工) (横浜市役所) (関東自工)
加藤・小枝 土田・石川 斉藤・村山 一瀬・浜路
(関東自工) (日本電気相模原) (横浜市役所) (横浜市役所)
奈良・手島 土田・石川 小枝・田辺 太田・大橋
(関東自工) (日本電気相模原) (関東自工) (関東自工)
大橋・田辺 土田・小野 峰・石井 及川・和久井
(関東自工) (NEC相模原) (東芝浜川崎) (富士通)
土田・清原 片山・古内 鰐川・藤井 馬場・小野
(NEC相模原) (三菱電機鎌倉) (日立通信システム) (日立情通)
戸倉・井原 馬場・小野 藤田・半田 土田・小野

(三菱電機鎌倉) (日立情通) (日立情通) (NEC相模原)
太田・手島 加藤・大橋 馬場・小野 戸倉・井原
(関東自工) (関東自工) (日立情通) (三菱電機鎌倉)
太田・手島 戸倉・白垣 井原・長嶋 江崎・亀谷
(関東自工) (三菱電機鎌倉) (三菱電機鎌倉) (三共化成)
井原・長嶋 戸倉・白垣 金沢・高野 土田・小野

(三菱電機鎌倉) (三菱電機鎌倉) (三菱電機鎌倉) (NEC相模原)
戸倉・白垣 江崎・照屋 金沢・高野 草場・佐々木

(三菱電機鎌倉) (三共化成) (三菱電機鎌倉) (NTT通研)
戸倉・長嶋 馬場・小野 江崎・照屋 白垣・角津

(三菱電機鎌倉) （日立戸塚） （三共化成） (三菱電機鎌倉)
戸倉・白垣 井原・長嶋 亀谷・湯浅 田辺・五十嵐

(三菱電機鎌倉) (三菱電機鎌倉) （三共化成） （日産自動車）
高野・長嶋 戸倉・角津 松成・田辺 亀谷・湯浅

(三菱電機鎌倉) (三菱電機鎌倉) （日産自動車） （三共化成）
白垣・高野 亀谷・江崎 松成・田辺 濱路・高山

(三菱電機鎌倉) （三共化成） （日産自動車） （横浜市役所）
松成・田辺 高野・長嶋 江崎・照屋 濱路・久保

（日産自動車） (三菱電機鎌倉) （三共化成） （横浜市役所）
江頭・片岡 眞下・川島 小間・日高 瀬戸・梅田

（富士ゼロックス）（富士ゼロックス） (三菱電機鎌倉) （富士フィルム）
田辺・折笠 松成・岡田 高野・長嶋 亀谷・江崎

（ＮＩＳＳＡＮ） （ＮＩＳＳＡＮ） (三菱電機鎌倉) （三共化成）
小間・日高 八城・川崎

(三菱電機鎌倉) （旭化成）
田辺・折笠 濱路・久保 井原・戸倉 松成・岡田

（ＮＩＳＳＡＮ） （横浜市役所） (三菱電機鎌倉) （ＮＩＳＳＡＮ）
折笠・岡田 長嶋・加藤 鈴木・津滝 桑原・日野

（ＮＩＳＳＡＮ） (三菱電機鎌倉) （東電神奈川） （東芝小向）
高野・井方 加藤・和泉 江頭・片岡 戸倉・長嶋

（三菱電機鎌倉） （三菱電機鎌倉）（富士ゼロックス）（三菱電機鎌倉）
加藤・小林 折笠・岡田 小泉・内山 井片・和泉

（三菱電機鎌倉） （ＮＩＳＳＡＮ） （東電神奈川） （三菱電機鎌倉）
山田・吉野 奥野：菅田
（KENWOOD） （富士ゼロックス）
桑原・日野 大西・床波 折笠・広田 田中・西
（東芝小向） （富士ゼロックス）（ＮＩＳＳＡＮ） （いすゞ自動車）
片倉・秋山 小島・志士田
（東芝小向） （ＩＨＩ横浜）
床波・山本 和泉・鈴木　 西・宮川 日野・桑原

(富士ゼロックス) (三菱電機鎌倉) (いすゞ自動車) (東芝)
大須賀　中本　 小島　春名

（三菱電機鎌倉・横浜消防） （ＩＨＩ横浜・キヤノン）

３位

平成　６年

平成　１年

平成　２年

平成　３年

平成　４年

平成　５年

KJBFオープン

平成　７年

平成　８年

平成　９年

平成　１０年

平成　１１年

平成　１２年

平成　１３年

平成　１４年

平成　１５年

平成　１６年

平成　１７年

KJBFオープン

平成２４年

KJBFオープン

平成１８年

KJBFオープン

平成１９年

平成２０年

平成２１年

平成２２年

KJBFオープン

平成２３年



年　　度 優勝 準優勝
床波・山本 鈴木・加藤 中園・井上 和泉・日高　

(富士ゼロックス) （三菱重工相模原） （日産車体） (三菱電機鎌倉)
眞下・小宮 大須賀・中本　

富士ゼロックス （三菱電機鎌倉・横浜消防）

床波・山本 折笠・岡田 富田・佐藤 濱路・岩脇
(富士ゼロックス) （ＮＩＳＳＡＮ） （ 東芝） （横浜市役所）

矢崎・田中 小澤・長澤 高橋・越崎
（いすゞ自動車） （いすゞ自動車） （ 東芝）

日野・佐藤 戸倉・高野 坂本・鈴木 床波・山本
（東芝） （三菱電機鎌倉） （三菱電機鎌倉） (富士ゼロックス)
秋山・坂本 千葉・権藤 山内・竹部
（東芝） （ＮＩＳＳＡＮ） （いすゞ自動車）
鈴木・赤石 日野・佐藤 宮川・辺士名 床波・山本

（三菱電機鎌倉） （東芝） (いすゞ自動車) (富士ゼロックス)
大須賀・中本　 千葉・権藤

（三菱電機鎌倉・横浜消防） （ＮＩＳＳＡＮ）
鈴木・赤石 安田・西川 広田・池田 宮川・長谷川

（三菱電機鎌倉） （ＫＯＭＡＴＳＵ） （ＫＯＭＡＴＳＵ） （いすゞ自動車）
志子田・田中 品川・金子 原田・渡部 高橋・最上

（ＩＨＩ横浜） （ＩＨＩ横浜） （東芝） （東芝）

年　　度 優勝 準優勝

加賀 ゆかり 岡田 由美子 川野名 智美 関田 律子
(日本電気相模原) (日本電気相模原) (日本電気相模原) (日本電気相模原)

近常 直美 関田 律子 瀬下 由紀 青戸 香織
(日本電気相模原) (日本電気相模原) (関東自工) (日本電気相模原)

森 真由美 加賀 ゆかり 佐々 由美子 青戸 香織
(日本電気相模原) (日本電気相模原) (関東自工) (日本電気相模原)

中 美和子 義間 貴子 畔田 友紀子 柏木 淳子
(関東自工) (旭化成) (旭化成) (日立戸塚)
上倉 久未子 義間 貴子 柏木 淳子 猪狩 由紀子
(富士通) (旭化成) (日立情通) (旭化成)

渡辺 むつみ 柏木 淳子 畔田 友紀子 猪狩 由紀子
(旭化成) (日立情通) (旭化成) (旭化成)

渡辺 むつみ 工藤 理絵 境 亜紀子 吉井 位江
(旭化成) (NEC相模原) (旭化成) (NEC相模原)
黒川 利枝 沼田 淳子

(三菱重工横浜) (日立情通)
山口 梨絵 池田 智美
(日立情通) (日立情通)
池田 智美 田中 美和
(日立情通) (日立情通)

平成１１年
山口 梨絵 池成 麻由美 大谷 素子 太田 久美恵
(日立情通) (日立情通) (横浜市役所) (日立情通)

小林　仁美 石井香代子 森田　美帆 松本　有希
（千代田化工） （東電神奈川） （キヤノン） （キヤノン）

田沼　春 高橋　直子 中村　真知子 菅　章衣
（横浜市役所） （アンリツ） （横浜市役所） （横浜市役所）

平成２９年

３位

平成２５年

平成２６年

KJBFオープン

KJBFオープン

平成２７年

KJBFオープン

平成２８年

KJBFオープン

平成２９年

KJBFオープン

平成１３～１６年まで中止

平成１７年

平成１８～２８年まで中止

平成１０年

◆神奈川県実業団連盟選手権大会成績　女子シングルス

３位

平成　１年

平成　２年

平成　３年

平成　４年

平成　５年

平成　６年

平成　７年

平成　８年

平成　９年

中止

平成１２年



年　　度 優勝 準優勝

岡田・加賀 川野名・関田 高山・鈴木 植竹・矢本
(日本電気相模原) (日本電気相模原) (日立戸塚) (関東自工)

関田・近常 加賀・青戸 高瀬・早川 植竹・瀬下
(日本電気相模原) (日本電気相模原) (関東自工) (関東自工)

関田・貞本 青戸・森 高瀬・森 佐々・早川
(日本電気相模原) (日本電気相模原) (関東自工) (関東自工)

義間・畔田 佐々・伊藤 鈴木・池田 花輪・藤原
(旭化成) (関東自工) (日立情通) (日立情通)
藤原・柏木 境・畔田 寺田・義間 椎名・小林
(日立情通) (旭化成) (旭化成) (三菱重工横浜)
椎名・小林 藤原・池田 境・渡辺 寺田・畔田

(三菱重工横浜) (日立情通) (旭化成) (旭化成)
物井・吉井 渡辺・猪狩 境・畔田 黒川・福田
(NEC相模原) (旭化成) (旭化成) (三菱重工横浜)
池田・藤原 伊倉・黒川
(日立情通) (三菱重工横浜)
池田・山口 浜路・福田
(日立情通) (三菱重工横浜)
太田・山口 浜路・飯村
(日立情通) (三菱重工横浜)

平成１１年
山口・池成 太田・田中 大谷・黒田
(日立情通) (日立情通) (横浜市役所)

田沼・高野 向井・脇山 後藤・中村
（横浜市役所） （横浜市役所） （横浜市役所）

平成２９年

◆神奈川県実業団連盟選手権大会成績　女子ダブルス

３位

平成１３～２８年まで中止

平成　２年

平成　３年

平成　４年

平成　５年

平成　６年

平成　７年

平成　８年

平成　９年

平成１０年

データなし

平成１２年

平成　１年


