
五十音順

【一般男子】

NO  氏　名 所　　属 戦　　　　績

1 青山　昇 エバーグリーンＴＦ横浜 市民ダブルス優勝

2 青木　一真 法政大学第二高等学校 県高校複準優勝、県新人戦複優勝

3 荒井　崇彰 在勤 市民大会35才優勝

4 池田　孝郎 希望ヶ丘TS 都市間交流スポーツ大会代表、市民ダブルス準優勝　　

5 板津　拓真 ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ天王町 2016市民大会単準優勝

6 市瀬　祐輝 ラック港南台ＴＧ 市民大会複ﾍﾞｽﾄ4、2016市民大会ﾐｯｸｽﾍﾞｽﾄ8、2015市民大会ﾐｯｸｽ準優勝

7 市瀬　知輝 ラック港南台ＴＧ 市民大会複ﾍﾞｽﾄ4

8 岩見　直哉 ＧＯＤＡＩ亀戸 江東区民大会単複優勝

9 大塚　敬也 サレジオ学院 神奈川県高等学校新人テニス大会複本戦、横浜ジュニア第4シード

10 長田　直樹 ウッドテニス 前年度複ﾍﾞｽﾄ4 2016市民大会ダブルス優勝

11 河村　一成 ﾗｯｸ港南台TG 都市間交流スポーツ大会代表、市民ダブルス準優勝　　

12 五味　慈恩 湘南ジュニアTA 2017横浜Jr高校男子ベスト4、京王サントリーサマーJrU16優勝、山梨北杜Jr秋U16優勝

13 佐々木　剛 ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝTF横浜 前年度複ﾍﾞｽﾄ4 2016市民大会ダブルス優勝

14 佐野　有佑 法政大学第二高等学校 国体少年男子代表、全日本Jr選手権単ﾍﾞｽﾄ32、複ﾍﾞｽﾄ16、ｲﾝﾀｰﾊｲ複出場

15 代田　和洋 とつかTC 2016市民大会40才優勝、県選手権35才単準優勝、全日本ﾍﾞﾃﾗﾝ35才単ﾍﾞｽﾄ8

16 竹内　健人 フリー 第62,63,64回神奈川選手権大会優勝、第90,91,92回全日本選手権単出場

17 竹村　大樹 神奈中ﾃﾆｽｽｸｰﾙ 県選手権単ﾍﾞｽﾄ4、複優勝

18 田島　響生 サレジオ学院 神奈川県高等学校新人テニス大会本戦単出場、複ﾍﾞｽﾄ16、横浜ジュニア第3シード               

19 徳　航太 法政大学第二高等学校 神奈川県高校新人戦単優勝

20 中山　賢太 エヌプランニング 前年度単ﾍﾞｽﾄ4

21 中村　天之丞 筑波大学 第35回本大会単ﾍﾞｽﾄ4、グローバルオープン単優勝、2014県高校新人ﾃﾆｽ大会単優勝　

22 縄田　陸 関東学院六浦高校 横浜ジュニア本戦ﾍﾞｽﾄ32、神奈川県高等学校新人テニス大会単ﾍﾞｽﾄ32、横浜ジュニア第シード6

23 原口　崇 在勤 市民大会35才優勝

24 平岡　伸雄 ＫＴＣ
前年度一般男子単優勝、茨城国体代表、チリ ｸﾞﾚｰﾄA大会45才以上優勝Copa Alfredo Trullenque
Seniors、ラトビア ｸﾞﾚｰﾄﾞ1大45才以上優勝 Latvian Open Seniors Championships

25 星野　由行 Naturally Tennis 市民ダブルスベスト4

26 細川　正継 Naturally Tennis 市民ダブルスベスト4

27 正木　譲 GODAI白楽 市民複優勝　都市間交流スポーツ大会代表

28 松本　康樹 エバーグリーンＴＦ横浜 市民ダブルス優勝

29 松本　拓人 関東ＴＣ 市民大会シングルスﾍﾞｽﾄ4、ダブルスﾍﾞｽﾄ4、熊谷杯ダブルス準優勝

30 守屋　達貴 法政大学第二高等学校 毎日選手権複U18優勝、グリーンカップ埼玉オープンサマーJr複準優勝、関東Jr複ﾍﾞｽﾄ16、神奈川県高校新人戦複準優勝

31 米田　圭佑 法政大学第二高等学校 県JrU18単準優勝、インターハイ単出場

32 綿貫　友哉 神奈中ﾃﾆｽｽｸｰﾙ 県選手権単複優勝

【男子45才以上】

NO  氏　名 所　　属 戦　　　　績

1 浅井　正之 川口市 全日本ベテラン45才複ベスト8　北信越ベテラン45才複優勝　関東オープン45才複ベスト8

2 岩波　広明 とつかTC 前年度45才複優勝

3 臼井　武士 コナミスポーツクラブ 横浜50才単優勝、全日本ベテラン50才単ﾍﾞｽﾄ16、東日本ﾍﾞﾃﾗﾝ50才複優勝、県選手権50才複優勝

4 長田　祐治 ケンウッドTC 前年度45才単優勝、市民大会45才複優勝

5 勝間　豊 横浜ガーデンTC 市民大会45才複優勝　軽井沢ﾐｯｸｽ一般優勝　田園ﾐｯｸｽ一般準優勝

6 金本　朗彦 朝練会 毎日選手権45才単ﾍﾞｽﾄ４、2016、2017市民大会45才複準優勝、静岡県ﾀﾞﾌﾞﾙｽ選手権45才複優勝

7 木村　安孝 ﾌｧｰｽﾄｼﾃｨﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 県選手権45才複優勝　藤沢選手権35才複優勝

8 輿石　龍児 川口市 全日本ベテラン45才複ﾍﾞｽﾄ8　北信越ベテラン45才複優勝　関東オープン45才複ﾍﾞｽﾄ8

9 徐　理源 イータス 2016、2017市民大会45才複準優勝

10 須長　直彦 ポーチ 2012,14,15選抜室内45才単優勝、2013選抜室内45才複優勝

11 清板 伸一郎 ヨコハマクラブ 全日本都市対抗出場、県選手権60才複優勝、神奈川ｵｰﾌﾟﾝ60才単優勝

12 高塚　浩文 ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ戸塚 全日本ﾍﾞﾃﾗﾝ単複出場、県選手権50才複優勝

13 田中　久敬 AGC庭球倶楽部 前年度45才複優勝　2016川崎室内45複優勝

14 田渕　健次郎 タチバナクラブ 前年度45才単準優勝、全日本ﾍﾞﾃﾗﾝ45才ﾍﾞｽﾄ16

15 玉那覇　太 あざみ野LTC 全日本都市対抗出場

16 橋爪　宏幸 フロンティア 全日本都市対抗出場、2016鎌倉トーナメント55才複優勝、田園オープン優勝9回、ローズカップ優勝12回

17 吉田　元男 ﾌｧｰｽﾄｼﾃｨﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 県選手権45才複優勝　藤沢選手権35才複優勝



【一般女子】
NO  氏　名 所　　属 戦　　　　績

1 池田　涼子 ＹＳＣ 全国選抜U14単ﾍﾞｽﾄ4、全国選抜U13準優勝、全国選抜U14ﾍﾞｽﾄ4

2 梅田 真由美 リ－ファTG 市民大会複優勝、前年度40才複優勝、東京ｵｰﾌﾟﾝ40才複優勝

3 江頭 千沙希 フリー 前年度ｼﾝｸﾞﾙｽﾍﾞｽﾄ4、ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾍﾞｽﾄ8、第66回県選手権ｼﾝｸﾞﾙｽﾍﾞｽﾄ8、ﾀﾞﾌﾞﾙｽ優勝

4 大川　美佐 法政大学第二高等学校 全日本ジュニアU16Ｂ32、毎日選手権U18優勝

5 川岸　七菜 リビエラ逗子マリーナTS 国体少年女子代表、ｲﾝﾀｰﾊｲﾍﾞｽﾄ8、全日本JrU18 32位、関東JrU18ﾍﾞｽﾄ8、毎日選手権U18準優勝

6 小林　亜沙美 横浜ガーデンTC 第62回川崎市民大会単優勝、2016横浜市民大会単Ｂ4

7 齋藤　沙梧 ＶＩＰＴＯＰ 全国ﾚﾃﾞｨｰｽ大会第4位

8 齋藤　真佳 桜丘高等学校 横浜ジュニア第1シード、県高等学校単ﾍﾞｽﾄ32、秩父ｵｰﾌﾟﾝJr9月ﾍﾞｽﾄ16

9 南雲　優希 ラック港南台TG 横浜ジュニア第2シード

10 本郷　未生 明治安田生命 日本リーグ、全日本都市対抗テニス大会代表、

11 前川 名月実 東京学芸大学附属高校 横浜Ｊｒ高校女子優勝、都高校新人戦Ｓﾍﾞｽﾄ16

12 松田　絵理香  レニックス 全日本JrU14単複優勝

13 眞仁田　季夢 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟﾃﾆｽｽｸｰﾙ根岸 市民大会複優勝、新進ﾍﾞｽﾄ8、春関ﾍﾞｽﾄ16、ｲﾝｶﾚ出場

14 森川　奈穂 日本体育大学 2016市民大会単準優勝、関東ｲﾝｶﾚ単本戦出場、毎日選手権単ﾍﾞｽﾄ16

15 森　奈菜美 ﾃｨｯﾌﾟﾈｽ鴨居ｲﾝﾄﾞｱTS 市民大会ﾀﾞﾌﾞﾙｽ準優勝、全国ﾚﾃﾞｨｰｽ大会4位

16 柳沼　未央 フリー 県選手権ﾀﾞﾌﾞﾙｽ優勝

17 吉川 ひかる リビエラ逗子マリーナTS 全日本JrU16ﾍﾞｽﾄ16、ITF兵庫１準優勝、関東JrU16ﾍﾞｽﾄ8、県選手権ﾍﾞｽﾄ4

【女子４０才以上】
NO  氏　名 所　　属 戦　　　　績

1 池谷　綾子 Vamos 2016,17市民大会複ﾍﾞｽﾄ4、前年度40才複準優勝

2 梅田 真由美 リ－ファTG 市民大会複優勝、前年度40才複優勝、東京ｵｰﾌﾟﾝ40才複優勝

3 萩野　一枝 ＮＥＣ玉川 市民大会45才複準優勝、川崎市民大会45才単・複優勝

4 小野澤　涼子 エバーグリーンTF横浜 都市間交流代表

5 神田　玲央 Team Coke 2016市民大会40才複優勝

6 窪田　美紀 ヨコハマクラブ 全日本都市対抗代表

7 小林　まゆみ TAS 川崎市民大会複ﾍﾞｽﾄ4、田園ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ複ﾍﾞｽﾄ4、2011全国ﾚﾃﾞｨｰｽ東京代表

8 鈴木　裕美子 横浜ガーデンTC 全日本ﾍﾞﾃﾗﾝ単複本戦、東北選手権単準優勝・複優勝、市民大会50才12－15単４連覇・複13,15優勝、都市対抗代表16,17

9 清家　麻理子 TAS 関東ｵｰﾌﾟﾝ40才優勝、市民大会40才複準優勝、2016全日本ﾍﾞﾃﾗﾝ40才複ﾍﾞｽﾄ4

10 土屋　美帆 鎌倉宮カントリーTC 関東ｵｰﾌﾟﾝ40才準優勝、2016全日本ﾍﾞﾃﾗﾝ40才複ﾍﾞｽﾄ4

11 二瓶　真紀子 金沢テニススクール 市民大会45才複準優勝

12 松尾 あゆみ エバーグリーンTF横浜 市民大会複優勝、前年度40才複優勝、東京ｵｰﾌﾟﾝ40才複優勝


