
2018年　個人戦成績優秀者
男女 氏名 所属 成績 （すべて2018年のものです）
女 杉本 はるひ 湘南ハンドレッド 辻堂南部公園杯 混合ダブルス 優勝
女 昼間 真紀子 湘南ハンドレッド 市民大会 120歳以上混合ダブルス 優勝
女 桜井 茂美 湘南ハンドレッド 市民大会 100歳以上混合ダブルス 優勝
男 佐藤 隆 湘南ハンドレッド 藤沢選手権 65歳以上男子ダブルス 優勝
男 富田 利通 湘南ハンドレッド 藤沢選手権 65歳以上男子ダブルス 優勝
男 野田 和則 湘南ハンドレッド 藤沢選手権 50歳以上男子ダブルス 優勝、市民大会 100歳以上混合ダブルス 優勝
男 川辺 亮 湘南ハンドレッド 藤沢選手権 50歳以上男子ダブルス 優勝
男 熱田 清和 湘南ハンドレッド 辻堂南部公園杯 混合ダブルス 優勝
男 田村 正 湘南ハンドレッド 市民大会 120歳以上混合ダブルス 優勝
男 大久保 淳 ＳＴＥＬＳ 藤沢選手権 40歳以上男子ダブルス 優勝、市民大会 35歳以上男子ダブルス 優勝
男 木下 裕介 ＳＴＥＬＳ 藤沢選手権 40歳以上男子ダブルス 優勝、市民大会 35歳以上男子ダブルス 優勝
男 丸林 徹 ＳＴＥＬＳ 辻堂南部公園杯 60歳以上男子ダブルス 優勝
男 大舘 貞好 ＳＴＥＬＳ 辻堂南部公園杯 60歳以上男子ダブルス 優勝
男 佐藤 博義 ＳＴＥＬＳ 市民大会 45歳以上男子ダブルス 優勝
男 原口 貴史 イザワＴＧ 藤沢選手権 65歳以上男子シングルス 優勝
男 園田 雅則 イザワＴＧ 藤沢選手権 60歳以上男子シングルス 優勝、市民大会 一般男子シングルス（B級） 準優勝
男 井出 誠司 イザワＴＧ 藤沢選手権 50歳以上男子シングルス 優勝
男 荻原 拓治 イザワＴＧ 辻堂南部公園杯 65歳以上男子ダブルス 優勝
男 神保 裕 イザワＴＧ 辻堂南部公園杯 65歳以上男子ダブルス 優勝
女 市田 優子 いすゞ 実業団個人戦 混合ダブルス 3位
男 津村　拓郎 いすゞ 実業団個人戦 35歳以上男子ダブルス 優勝
男 山田　哲治 いすゞ 実業団個人戦 35歳以上男子ダブルス 優勝
男 清水 良明 いすゞ 実業団個人戦 混合ダブルス 3位
男 荘田 大樹 いすゞ 藤沢選手権 一般男子ダブルス 優勝
女 藤枝 玲奈 ＦＫＣ 市民大会 一般混合ダブルス 準優勝
男 関 充 ＦＫＣ 藤沢選手権 55歳以上男子シングルス 優勝
男 崎野 邦一 ＦＫＣ 市民大会 60歳以上男子ダブルス 優勝
女 左海 友美 武田薬品 実業団個人戦 女子ダブルス 準優勝
女 野中 雅美 武田薬品 実業団個人戦 女子ダブルス 準優勝
女 岡井 佳子 武田薬品 実業団個人戦 女子シングルス 優勝
女 菊池 恵 薬師寺ＴＣ 藤沢選手権 一般女子ダブルス 優勝
女 畑澤 美恵子 薬師寺ＴＣ 藤沢選手権 55歳以上女子シングルス 優勝
男 松澤 圭祐 薬師寺ＴＣ 市民大会 一般混合ダブルス 準優勝
女 酒井 菜津子 ＭＴＰ藤沢 藤沢選手権 40歳以上女子ダブルス 優勝
女 眞田 尋美 ＭＴＰ藤沢 藤沢選手権 40歳以上女子ダブルス 優勝
女 横井 祐里子 ＯＡＳ 市民大会 一般女子ダブルス 優勝
女 檜山 聖可 ＯＡＳ 市民大会 一般女子ダブルス 優勝
男 林 晋也 イチネンケミ 藤沢選手権 一般男子ダブルス 優勝、実業団個人戦 一般男子ダブルス（A級） 優勝
男 森本 洸 イチネンケミ 実業団個人戦 一般男子シングルス（B級） 優勝
男 安藤 尚人 日本精工 実業団個人戦 一般男子ダブルス（B級） 優勝
男 内田 茂 日本精工 実業団個人戦 一般男子ダブルス（B級） 優勝
女 幕田 淳子 リーファ 藤沢選手権 一般女子シングルス 優勝
男 藤原 慎一 リーファ 藤沢選手権 45歳以上男子シングルス 優勝
男 坂間 聡 ＦＣＴ 市民大会 45歳以上男子ダブルス 優勝
女 伊達 佳代子 ＨＳＴＣ 藤沢選手権 40歳以上女子シングルス 優勝
男 大沼 陽 ＫＡＳ 藤沢選手権 35歳以上男子シングルス 優勝
男 湯浅 徹郎 ＭＭＴ 藤沢選手権 40歳以上男子シングルス 優勝
男 宮城 康 ＮＯＫ 実業団個人戦 45歳以上男子シングルス 準優勝
男 野口 智裕 Ｒｏｏｔｓ 市民大会 一般男子ダブルス 準優勝
女 高橋 美穂 ＳＫＹ 市民大会 一般女子シングルス 優勝
男 福岡 崇介 アズビル 実業団個人戦 35歳以上男子シングルス 準優勝
女 吉川 真理 イースタン 藤沢選手権 一般女子ダブルス 優勝
男 林 雄一郎 荏原 市民大会 一般男子シングルス（A級） 優勝、実業団個人戦 一般男子シングルス（A級） 優勝
男 久保 静也 鵠沼平本ＧＣ 藤沢選手権 一般男子シングルス 優勝
男 安西 将貴 藤沢市役所 市民大会 一般男子ダブルス 準優勝、実業団個人戦 一般男子ダブルス（A級） 優勝
男 坂井 俊彦 プリムラ 市民大会 60歳以上男子ダブルス 優勝

優勝者の所属が藤沢市テニス協会加盟団体以外の場合は、加盟団体の方で最上位が繰り上げとなっています。


