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２０１８年度   

第２４回栃木県実業団対抗秋季テニスリーグ

 ■会場：各実業団保有テニスコート，栃木県総合運動公園テニスコート

試合結果（最終結果）
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栃木県庁Ａ ＣＭＳＣ 鹿沼市役所 ニコンＡ 本田技研B コマツA

石川・木村 山本・田村

高橋 金井坂田 谷田部

大貫・小林 藤瀬・遠藤 丹・照井 勝山・齋藤 木村・松本 市川・小林

去田 滝川 田野井 高井

金山 山崎 日下田 上村阿久津 西塚 加藤 鈴木

栃木県庁Ａ ニコンＡ 鹿沼市役所 ＣＭＳＣ
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本田技研B 本田技研Ａ
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第24回栃木県実業団対抗秋季テニスリーグ　県央ブロック入替戦結果

キヤノンA 宇都宮市役所A ホンダEG-B 本田技術研究所C 宇大教職員 古河日光Ａ デクセリアルズＢ 宇都宮市役所Ｂ

矢木田・附田 中川・石崎 深井・内田 佐藤・柄澤 矢口・佐藤 伊井・吉田 菊池・長島 飯山・五江渕
若園・長尾 大内・市村 中村・川島 長浜・新田

附田 阿部 川島 城
佐藤 大西

山崎・中村 峰島・高根澤
矢口 伊井・吉田 長島 五江渕

田沢・飯郷 大西・宮内

若園 石戸谷 深井 佐藤 山崎 高根澤
矢木田 福田 向山 長浜 田沢 宮内 菊池 飯山



 

日産自動車Ａ 昭和ｱﾙﾐﾆｳﾑ

【栃木県実業団対抗秋季テニスリーグ　戦績一覧】

【男  子】
大会No． 開催年度 優  勝 準 優 勝 第３位 第４位

第１回 1995年 栃木県庁Ａ 富士通那須

栃木県庁Ａ 昭和ｱﾙﾐﾆｳﾑ

第２回 1996年 足利銀行Ａ 栃木県庁Ａ 本田技術研究所Ａ 昭和ｱﾙﾐﾆｳﾑ

第３回 1997年 足利銀行Ａ 本田技術研究所Ａ

富士通 昭和ｱﾙﾐﾆｳﾑ

第４回 1998年 足利銀行Ａ 本田技術研究所Ａ 栃木県庁Ａ ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾒﾀﾙﾌｧ

第５回 1999年 足利銀行Ａ 栃木県庁Ａ

ブリヂストン 昭和電工Ａ

第６回 2000年 足利銀行Ａ 栃木県庁Ａ 本田技術研究所Ａ ブリヂストン

第７回 2001年 足利銀行Ａ 栃木県庁Ａ

シャープ 東芝那須Ａ

第８回 2002年 足利銀行Ａ 栃木県庁Ａ 本田技術研究所Ａ ブリヂストン

第９回 2003年 本田技術研究所Ａ 栃木県庁Ａ

本田技術研究所Ａ シャープ

第10回 2004年 栃木県庁Ａ 本田技術研究所Ａ 本田技術研究所Ｃ コマツ

第11回 2005年 本田技術研究所Ｃ 栃木県庁Ａ

コマツ 富士重工

第12回 2006年 キヤノン 本田技術研究所Ａ 栃木県庁Ａ 東芝那須Ａ

第13回 2007年 栃木県庁Ａ キヤノン

本田技術研究所Ａ コマツＡ

第14回 2008年 本田技術研究所Ａ 栃木県庁Ａ 本田技術研究所Ｃ キヤノン

第15回 2009年 足利銀行Ａ 栃木県庁Ａ

ﾎﾝﾀﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞA 足利銀行Ａ

第16回 2010年 本田技術研究所Ａ 栃木県庁Ａ 足利銀行Ａ コマツＡ

第17回 2011年 栃木県庁Ａ 本田技術研究所Ａ

日産自動車 足利銀行Ａ

第18回 2012年 ﾎﾝﾀﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞA 栃木県庁Ａ 本田技術研究所Ａ 日産自動車

第19回 2013年 本田技術研究所Ａ 栃木県庁Ａ

鹿沼市役所 足利銀行Ａ

第20回 2014年 鹿沼市役所 足利銀行A 本田技術研究所Ａ ホンダエンジニアリングA

第21回 2015年 本田技術研究所Ａ 栃木県庁Ａ

栃木銀行 栃木県庁Ａ 本田技術研究所Ａ コマツＡ

栃木県庁Ａ 本田技術研究所A

第22回 2016年 本田技術研究所Ｄ コマツＡ 栃木県庁Ａ 本田技術研究所Ａ

第23回 2017年

第24回 2018年 栃木銀行 鹿沼市役所

自治医大職員 本田技術研究所

【女  子】
大会No． 開催年度 優  勝 準 優 勝 第３位 第４位

第１回 1995年 松下電器 東芝那須

本田技研 富士通那須

第２回 1996年 松下電器 本田技術研究所 ＫＤＤ －

第３回 1997年 昭和ｱﾙﾐﾆｳﾑ 松下電器

ＫＤＤ 富士通

第４回 1998年 昭和ｱﾙﾐﾆｳﾑ 本田技術研究所 松下電器 富士通那須

第５回 1999年 昭和ｱﾙﾐﾆｳﾑ 本田技術研究所

本田技術研究所 ＫＤＤＩ

第６回 2000年 昭和ｱﾙﾐﾆｳﾑ ＫＤＤＩ 本田技術研究所 日立栃木

第７回 2001年 昭和電工 栃木県庁

ＫＤＤＩ 栃木県庁Ｂ

第８回 2002年 宇大教職員 ＫＤＤＩ 栃木県庁 足利銀行

第９回 2003年 宇大教職員 栃木県庁Ａ

ＫＤＤＩ 栃木県庁Ｂ

第10回 2004年 ＫＤＤＩ 栃木県庁Ａ 宇大教職員 栃木県庁Ｂ

第11回 2005年 栃木県庁Ａ 宇大教職員

富士重工 宇大教職員

第12回 2006年 栃木県庁Ａ ＫＤＤＩ 栃木県庁Ｂ 本田技術研究所

第13回 2007年 栃木県庁Ａ ＫＤＤＩ

本田技術研究所 富士重工

第14回 2008年 ＫＤＤＩ 栃木県庁Ａ 宇大教職員 富士重工

第15回 2009年 栃木県庁 ＫＤＤＩ

本田技術研究所 栃木県庁Ａ

第16回 2010年 栃木県庁 ＫＤＤＩ 本田技術研究所 花王

第17回 2011年 栃木県教職員 ＫＤＤＩ

栃木県庁 花王

第18回 2012年 本田技術研究所 栃木県教職員 栃木県庁 東芝那須

第19回 2013年 本田技術研究所 栃木県教職員

第20回 2014年 本田技術研究所 栃木県教職員 栃木県庁 花王

第21回 2015年 栃木県教職員 栃木県庁

栃木県教職員 栃木県庁 足利銀行 コマツ

足利銀行

第22回 2016年 栃木県教職員 栃木県庁 足利銀行

第23回 2017年

第24回 2018年 栃木県教職員 栃木県庁


