
横浜市民シングルス大会歴代優勝者 

  

回 年度 一般男子 -般女子 男子35才以上 男子45才以上 男子50才以上 男子55才以上 男子60才以上 男子65才以上 女子40才以上 

1 S51 
荻田忠久 松本公子  小堀秀夫      

東芝鶴見 YITC  横浜ローン      

2 S52 
神森忠敏 小野正子  鈴木英雄      

旭ガラス 日経TC  あざみ野ローン      

3 S53 
小黒次平 小野正子  石田幸夫      

横浜ローン 日経TC  金港テニス      

4 S54 
加藤 浩 鷲見美恵子  鈴木英雄      

松下通信 青葉台ローン  あざみ野LTC      

5 S55 
塩見芳彦 鷲見美恵子  今井荘三      

日本ロッシュ 青葉台ロ－ン  在勤      

6 S56 
宇治田稔 吉岡淳子  藤富信義      

天王町ピープル 金沢グリーン  横浜グリーン      

7 S57 
宇治田稔 広瀬恵理  野田良雄      

天王町ピープル コートピア横浜  金沢グリーン      

8 S58 
大浦康隆 左近淳子  大野知勇      

YSC 上野クラブ  YITC      

9 S59 
鈴木 孝 左近淳子  森田 徹      

コートピア横浜 上野クラブ  日石中研      

10 S60 
加藤直人 金光桃子 横山敬紀 森田 徹     佐藤洋子 

亀の甲山TC YSC 大成建設 日石中研     横浜グリーン 

11 S61 
飯沼哲也 横山淳子 横山敬紀 大野知勇     関場和子 

ワールド横浜TC エグザス天王町 大成建設 YITC     上郷グリーンヒル 

12 S62 
大野 謙 ホルト千恵子 竹中弘次 雉子牟田等     松浦福子 

YITC YCAC 三菱化成 旭硝子     日吉ローン 

13 S63 
宇治田稔 高杉衣香 富高吉之丞 雉子牟田等     松岡かよ子 

フミヤインドア 亀の甲山 三菱化成 旭硝子     サントリーTG 

14 H1 
加藤直人 中川 彩 富高吉之丞 奥村重吉     影井雅子 

亀の甲山TC エグザス天王町 三菱化成 サントリーTG     横浜ガーデン 

15 H2 
中嶋俊一 ホルト千恵子  加藤 浩 渡辺省三   森田 徹   伴野修子 

横浜グリーン YCAC 松下通工 NA城TC  日石中研   亀の甲山TC 

16 H3 
登山俊康 大熊明日美 麦 富栄 勅使河原武  松崎哲夫   西谷真理子 

市ヶ尾ロ－ンTC 松下通工 YITC 横浜グリーン  YSC   サントリーTG 

17 H4 
仲松恒弥 高橋美波 川口 清 加藤 浩  野田良雄   関戸康子 

鶴見インドア ｺｰﾄﾝみゆき あざみ野LTC 松下通工  JAL   本郷台 

18 H5 
中島裕治 大本亜樹 川口 清 加藤 浩  大野知勇   渡辺永海 

左近山ロイヤル ﾕﾆｻﾊﾞｰｻﾙTC あざみ野LTC 松下通工  YITC   東急嶮山SG 

19 H6 
中島裕治 大本亜樹 笠松由彦 布野高志  大野知勇   谷 寿子 

左近山ロイヤル ﾕﾆｻﾊﾞｰｻﾙTC 市高校教員 和泉TC  YIT C   サントリーTG 

20 H7 
中島裕治 大長ゆり 宮島信行 布野高志  辻 哲男   渡辺永海 

左近山ロイヤル あざみ野ローン 日石中研 和泉TC  日本信託銀行   東急嶮山SG 

21 H8 
中島裕治 井藤真弓 木村政男 麦富栄  山本正之   高杉衣香 

左近山ロイヤル セサミSC大船 大塚TC サントリーTG  レニックス   亀の甲山TC 

22 H9 
中島裕治 佐藤恭子 小野 清 麦富栄  村井功一 高瀬健二  高杉衣香 

左近山ロイヤル 横浜TC 在住 サントリーTG  日本油脂TC 大塚TC  亀の甲山TC 

23 H10 
中島裕治 国分頼子 野口賢一 麦 富栄  新倉克彦 高瀬健二  渡辺友子 

左近山ロイヤル コーチインターナショナル 渚クラブ サントリーTG  サントリーTG 大塚TC  いずみ野ロイヤル 

24 H11 
渋谷浩之 伊藤千奈津 笠松由彦 梶田栄二 鉢蝋 修 斉藤明徳 東 恭平  渡辺友子 

東急嶮山TC 市ヶ尾LTC サントリーTG 根岸TG 和泉TＣ NKK 三菱重工横浜  Tプラザ戸塚 

25 H12 
玉那覇太 佐藤恭子 笠松由彦 梶田栄ニ 加藤 浩 淀川勝男 高瀬健ニ  屋敷淳子 

市ヶ尾LTC 横浜TC サントリーTG 在住(オクヤマTC) 松下通工 三菱重工横浜 大塚TC  YSC 



回 年度 一般男子 -般女子 男子35才以上 男子45才以上 男子50才以上 男子55才以上 男子60才以上 男子65才以上 女子40才以上 

26 H13 木村 篤 伊藤千奈津 井上雅雄  梶田栄ニ 糸洲 満 兼子隆道 東 恭平  中村美佐子 

  KMG TS 市ヶ尾LTC NA城郷TC 在住(エグザス天王町) サントリーTG 和泉TC 三菱重工横浜  レニックス 

27 H14 佐藤仁則 伊藤千奈津 平井直行 梶田栄ニ 麦 富栄 鉢蝋 修 斉藤明徳  石崎伸子 

  在住 在住(荏原SSC) 汲沢グリーンTG 在住(コナミSＰ天王町) サントリーTG 和泉TC NKK  サントリーTG 

28 H15 和田竜彦 伊藤千奈津 臼井武士 梶田栄ニ 麦 富栄 宇野和之 斉藤明徳 津上孟士 宍戸千江美 

  KMG TS ワールドステーシﾞ 大塚TC 在住 サントリーTG 日本油脂BASF JFE 和泉TC 左近山RTH 

29 H16 和田竜彦 伊藤千奈津 臼井武士 小野 清 中川宏司 布野高志 淀川勝男 山本正之 宍尸千江美 

  KMG TS ワールドステージ 大塚TC JTP NTT-WEマリン 和泉TC 三菱重工横浜 レニックス 左近山RTH 

30 H17 板橋マリオ 桑田寛子 井上雅雄 笠松由彦 紀野政明 倉田幸一 桐原清徳 山本正之 金子和代 

  在住(BSJ) 在住 在住 エバーグリーンTF横浜 YSC 港南ガーデンTC 和泉TC レニックス とつかTC 

31 H18 板橋マリオ 金山希以 須長直彦 木村政男 川原公規 紀野政明 桐原清徳 岡本 毅 金子和代 

  在住(BSJ) 在住 とつかTC アクア金沢八景 三菱化学 YSC 和泉TC サンブリッジ とつかTC 

32 H19 若松哲也 押谷衣理子 鈴木謙吾 木村政男 川原公規 布野高志 桐原清徳 岡本 毅 萩野一枝 

  在学(関東学院大) 東戸塚松原TS 在住 アクア金沢八景 三菱化学 エバーグリーンTF横浜 和泉TC サンブリッジ 在住 

33 H20 板橋マリオ 久我まゆ美 小山紀三男 金子信也 川原公規 紀野政明 田代哲夫 山本正之 金子和代 

  在勤(YTC) 関東庭球倶楽部 とつかTC 横浜Deep Blue 三菱化学 YSC グレイスTC TGレニックス とつかTC 

34 H21 星野由行 仲里千夏 鳥海哲也 窪田洋久 川原公規 紀野政明 布野高志 淀川勝男 窪田美紀 

  メガロス横濱 とつかTC 在住 横浜Deep Blue 三菱化学 YSC エバーグリーンTF横浜 三菱重工横浜 グレイスTC 

35 H22 豊田直希 久我まゆ美 松丸弘和 岡田秀俊 川原公規 宮島信行 倉田幸一 淀川勝男 佐藤恭子 

  在学(関東学院大) 在勤(アトラクトSP) ラック港南台TG サリュートTS 三菱化学 亀の甲山TC 港南ガーデンTC 三菱重工横浜 横浜テニスカレッジ白楽 

36 H23 林 啓介 谷口亜沙美 伊藤俊介 須長直彦 木村政男 宮島信行 紀野政明 小川正澄 窪田美紀 

  八景ITS 横浜ガーデンTC 在住(横浜市役所) ポーチ 在住 亀の甲山TC YSC 在住 グレイスTC 

37 H24 服部悠吾 萩森千沙希 鈴木 譲 白井武士 片山隆一 山下修ニ 紀野政明 石川隆一 佐藤恭子 

  在勤(10 FIELD TS) 在住 Tプラザ戸塚 ラック港南台TG ウエスタンTC 在住(TENNEX佐江戸会場) 亀の甲山TC 東急嶮山SG 横浜テニスカレッジ･白楽 

38 H25 田中謙伍 臼井佑奈 池田孝郎 臼井武士 窪田洋久 宮島信行 勝山 誠 鉢蝋 修 佐藤恭子 

  橘Tアカデミ－ 在住 在勤 在住 横浜Deep Blue 亀の甲山TC YITC 和泉テニスクラブ GODAIテニスカレッジ･白楽  

39 H26 小山裕史 萩森千沙希 藤瀬直樹 長田祐治 金子信也 宮島信行 内海正雄 鉢蝋 修 綱川真弓 

  GODAIテニスカレッジ白楽  ウインザーラケット 在勤 ケンウッドTC コナミスポーツクラブ天王町 亀の甲山TC YSC 和泉テニスクラブ 在住(セサミスポ－チクラフﾞ大船) 

40 H27 佐々木剛 萩森千沙希 河村-成 長田祐治 福本 哲 山下修ニ 田口正弘 鉢蝋 修 佐治令子 

  エバーグリーンTF横浜 在住 在勤(ラック港南台TG) ケンウッドTC HCKS 在住 ラック港南台TG 和泉テニスクラブ YITC 

41 H28 小山裕史 吉田百花 河村一成 長田祐治 田中久敬 渡辺伸之 宮島信行 鉢蝋 修 花田加奈子 

  在勤(GODAIテニスカレッジ白楽)  在学 在勤(ラック港南台TG) ケンウッドTC AGC庭球倶楽部 在勤 亀の甲山TC 和泉テニスクラブ 在住 

42 H29 佐々木剛 森川奈穂 河村一成 長田祐治 田中久敬 古城門晋 横井 誠 原口貴史 池谷綾子 

  エバーグリーンTF横浜 在学(日本体育大学) 在勤(ラック港南台TG) ケンウッドTC AGC庭球倶楽部 在勤 在住 東芝横浜T部 Vamos 

43 H30 笠原 翔 小林美早紀 河村一成 岡田 要 長田祐治 渡邊伸之 宮島信行 内海正雄 原 紳子 

  テニスカレッジ弥生台 在住 在勤(ラック港南台TG) 在勤 ケンウッドTC 在勤 JXTGエネルギー中研 YSC トップインドアステージ横浜 

44 R１ 佐藤大耀 鵜飼日南乃 長嶋健一 鈴木 譲 長田祐治 伊村裕治 宮島信行 光浪増一 森野真樹 

  ASP港南台TS 在住 GODAI港北 Tプラザ戸塚 ケンウッドTC 在住 JXTGエネルギー中研 ウエスト横浜TC GODAI白楽 

45 R2 小林 宰 小林美早紀 長嶋健一 木村俊康 山内 卓 福本 哲 石田 晋 宮島信行 新美友紀 

  在住 横浜グリーンTC GODAI港北 在住 HCKS KMG TS ワールドTC ENEOS中研 希望が丘TC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



横浜市民シングルス大会歴代優勝者 

 

回 年度 男子40才以上 男子70才以上 男子75才以上 男子80才以上 女子45才以上 女子50才以上 女子55才以上 女子60才以上 女子65才以上 

28 H15      佐伯礼子    

       上郷グリーンヒル    

29 H16      山下美智恵    

       東急嶮山SG    

30 H17      大和田孝子    

       亀の甲山    

31 H18      金井紀子    

       YSC    

32 H19      金井紀子    

       YSC    

33 H20 須長直彦 津上孟士   大久保圭子 古久保マリ 橋本博子   

  ポーチ 和泉TC・S   下川井TC 在住 在住   

34 H21 大岡聡 津上孟士   大久保圭子 石崎伸子 鈴木聡子 及能眞利子  

  在住(三井住友銀行) 和泉TC・S   下川井TC エバーグリーンTF横浜 とつかTC YITC  

35 H22 田中久敬 津上孟士 渡辺聰  大久保圭子 古久保マリ 芦垣叔子 岩崎明子  

  AGC旭硝子 和泉TC・S 横浜グリ－ンTC  下川井TC 在住 YSC 瀬谷グリーンTC  

36 H23 高橋智秀 岡本毅 萩野道夫  石井令子 大石令子 橋本博子 武田秀子  

  Tプラザ戸塚 サンブリッシTC本郷 YSC  横浜テニスカレッジ Tプラザ戸塚 在住 YSC  

37 H24 岩波広明 山本正之 津上孟士  松田由紀 鈴木裕美子 鈴木容子 野田みね子  

  とつかTC TGレニックス 和泉TC・S  在住 亀の甲山TC 上郷グリーンヒルTC YSC  

38 H25 岡田要 小川正澄 尾崎隆夫  大松澤麻紀 鈴木裕美子 古久保マリ 高松ひさ子 佐藤順子 

  エバーグリーンTF横浜 在住 TGレニックス  Tプラザ戸塚 東急あざみ野TG 在住 サンブリッシTC本郷 エバーグリーンTF横浜 

39 H26 小笠原大輔 淀川勝男 山本正之  萩野一枝 鈴木裕美子 大石令子 中嶋幸江  

  在住 三菱重工横浜 TGレニックス  在住 横浜ガーデンTC Tプラザ戸塚 瀬谷グリーンTC  

40 H27 鈴木譲 淀川勝男 山本正之  西川加奈子 鈴木裕美子 伊藤芳子  中嶋幸江  

  Tプラザ戸塚 三菱重工横浜 TGレニックス  ASP港南台TS 横浜ガーデンTC YSC 瀬谷グリーンTC  

41 H28 代田和洋 小川正澄 尾崎隆夫  西川加奈子 兼松里衣 竹井裕美 中嶋幸江  

  とつかTC 在住 TGレニックス  ASP港南台TS  夢見会 在住(クリエイトテニスアカデミー) 瀬谷グリーンTC  

42 H29 代田和洋 長谷川隆 岡本毅 築野淳司 窪田美紀 萩野一枝 鈴木裕美子 鈴木聡子 原 綾子 

  とつかTC ユニークス本牧 サンブリッジTC本郷 東急あざみ野TG ヨコハマクラブ 在住 横浜ガーデンTC ヨコハマクラブ 大塚TC 

43  H30 奥田昌宏 石川隆一 小川正澄 尾崎隆夫 山川美和 信近三恵 大久保圭子 和田乃里子 中嶋幸江 

 在勤(セサミ大船) 横浜ガーデンTC 在住 TGレニックス 和泉TC トップインドアステージ横浜 下川井TC 亀の甲山TC 瀬谷グリーンTC 

44  R１ 河村一成 鉢蝋 修 小川正澄 有本誠一郎 山川美和 窪田美紀 鈴木裕美子 和田乃里子 中嶋幸江 

 ラック港南台TG 和泉TC 在住 TGレニックス 和泉TC ヨコハマクラブ 横浜ガーデンTC 亀の甲山TC 瀬谷グリーンTC 

45 R2 河村一成 鉢蝋 修 淀川勝男 津上孟士 平沼 秋 奥山律子 兼松里衣 山口淳子  

  ラック港南台TG 和泉TC 三菱重工横浜 和泉TC 横浜スポーツマンクラブ Vamos ケンウッドTC ウエスト横浜TC  

 


