
オータムテニス藤沢　歴代優勝者　一覧

2003 宮城 康 大野・吉田 阿部・松下 鈴木 安隆 代田 浩司 伊達・塩田 西山 華世 橋口・高橋 高橋・高橋
(平成15年) （ＮＯＫ） （三菱電機） （とつかＴＣ） （グラフテック） （湘南ﾌｧﾐﾘｰＴＣ） （佐藤設計） （三菱電機） （荏原SSC・TTS） （ＴＴＳ）

2004 広瀬 稔 小南・池田 原・坪内 佐々木 毅 代田 浩司 麦・皆川 萩野 一枝 橋口・高橋 山野井・藤井 荻野・役川
(平成16年) （藤沢城南ＴＣ） （希望が丘ＴＣ） （ＴＰＳ） （サンテニス） （遠藤パブリック） （塩見塾・和泉TC） （東芝横浜） （ESSC・TTS） （ESSC・城南） （東芝横浜・都岡TC） 

2005 川島 雄二 岡田・大井 石川・小田 松下 直 塩見 芳彦 麦・塩見 萩野 一枝 姉松・橋本 寺田・長瀬 役川・岩澤
(平成17年) (ポーチ)  (ﾌｧｰｽﾄｼﾃｨＴＣ)  (ﾌｧｰｽﾄｼﾃｨＴＣ)  (野村総研) (サンテニス) （塩見塾・サンテニス） （東芝横浜） （エバーグリーン） （ＥＳＳＣ） （ケニカ）

2006 岡田 要 大岡・上原 金子・西山 大垣 和博 小野 晃 塩見・麦 佐々木 直美 橋本・寺田 牧野・小田切 榛葉・和田

(平成18年) （ＦＣＴ）  (フェニックス)  (ＵＬＳＰＯＲＴＳ)  (三菱電機)  (ＦＣＴ)  (塩見塾・横須賀ダイヤランド)  (あわっこクラブ) （TeamＣｏｋｅ） （湘南ハンド） （ＰＩＴＡ）

2007 岡田 要 金子・星野 富本・中島 大岡 聡 上杉・鈴木 岡本 利治 塩見・麦 森永・磯部 和田 しのぶ 橋本・永重 杉本・飯田 高木・吉永 網代・上村

(平成19年) （ＦＣＴ）  (ＵＬＳＰＯＲＴＳ・メガロス横濱) （東レ・第一三共） （フェニックス） （八景ＩＴＣ） （湘南ＴＣ）  (塩見塾・横須賀ダイヤランド) （エバーグリーン・荏原ＳＳＣ） （ＳＨＯＷ　ＴＰ） （エバーグリーン・瀬谷GTC） （ＺＯＯ） （ラックＴＧ・フレックス） （鎌倉シーサイド）

2008 藤瀬 直樹 鈴木・長尾 大井・添田 殿塚 一奥 岡崎・金田 岩熊 俊夫 麦・塩見 小俣・佐藤 幕田 淳子 角・大桃 牧野・加藤 小南・新美 網代・上村

(平成20年) （辻堂アップ） （健楽園ＴＣ） （大磯TC・大磯町役場） （ファインＴＡ） （三菱電機） （公文国際学園）  (横須賀ダイヤランド) （寒川ローンＴＣ） （鵠沼ＴＣ） （LＥＴ・ESSC） （湘南ハンド） （希望が丘ＴＣ） （鎌倉ＳＴＣ）

2009 代田 和洋 藤澤・宮城 金丸 恭弘 大久保・木下 松田 浩 岡本・鳥越 田代・石川 柳澤 祥瑚 佐藤・土屋 井口・亀井 松本・渥美 網代・上村

(平成21年) （ミズノＴＰ） （ＮＯＫ） （ﾙﾈｯｻﾝｽ港南台） （ＥＳＳＣ） （日立ＧＳＴ） （湘南ＴＣ） （グレイスTC・東急憸山SG） （ＩＨＳＭレニックス） （ESSC・メガロス大和） （とつかTC・イザワTG） （ホットテニス） （鎌倉ＳＴＣ）

2010 田渕 健次郎 青山・岡田 金丸 恭弘 土橋・高橋 園田 雅則 岡本・鳥越 網代・錦織 佐藤 ひさの 島崎・亀井 篠田・藤野 榛葉・和田 川本・平尾

(平成22年) （タチバナC） （エバーグリーン・セサミ大船） （ルネッサンス） （とつかＴＣ） （イザワＴＧ） （湘南ＴＣ） （鎌倉宮TC・鎌倉TG） （ＭＭＴ横濱） （イザワＴＧ） （ＴＰ戸塚） （PISC・SHOW TP） （ラック港南台・レニックスTG）

2011 代田 和洋 木下・大久保 松本 良央 小島・安那 殿塚 一奥 高塚・安達 富田・用瀬 平田　絵里 小林・高橋 野崎・安原 藤代・青木 用瀬・安原

(平成23年) （ミズノＴＰ） （ラック港南台・鵠沼グリーン） （三菱電機） （日立ＧＳＴ） （ファインＴＡ） （ＴＰ戸塚） （湘南ハンド） （辻堂アップ） （ESSC・イザワTG） （鎌倉ローン・湘南ハンド） （神奈中ＩＴＳ） （湘南ハンド）

2012 林 雄一郎 岡田・谷 岡崎 弘毅 野田・用瀬 園田 雅則 羽深・広瀬 阪口・木下 吉川 真理 堀・小林 亀井・島崎 江刺家・石合 岩見・小林

(平成24年) (荏原製作所) (エバーグリーン・とつかTC) （ＥＳＳＣ） (湘南ハンド) （イザワＴＧ） （藤沢市役所） （寒川ローン・上郷GH） (イースタン) (ファーイースト) （イザワＴＧ） （ＭＴＰ藤沢） （ラウダ）

2013 林 雄一郎 木下・大久保 藤野 幹彦 高橋・飯島 鈴木 安隆 笠間・鈴木 佐藤・渡辺 山田 絵里 前田・見供 島崎・亀井 鈴木・内藤 野田・上村

(平成25年) (荏原製作所) （ラック港南台・鵠沼グリーン） （シダーズ） （ＴＰ戸塚） （湘南ＴＣ） （湘南ＴＣ） （寒川ローン・鎌倉テニスガーデン） （辻堂ＵＰＴＣ） （イザワＴＧ・ラハイナ） （イザワＴＧ） （金沢八景ＩＴ） （湘南ハンド・鎌倉宮カントリー）

2014 林 雄一郎 武石・岡名 高塚 浩文 野田・山崎 園田 雅則 江原・田中 広瀬・藤井 山田 絵里 千葉・加々美 島崎・亀井 宇賀神・東條 三上・山村

(平成26年) (荏原製作所) （ＴＰ戸塚・とつかＴＣ） （ＴＰ戸塚） (湘南ハンド) （イザワＴＧ） （ｍ２スポーツ・健楽園） （藤沢城南ＴＣ） （辻堂ＵＰＴＣ） （ＰＩＳＣ） （イザワＴＧ） （塩見塾・エバーグリーン） （ＵＬ ＳＰＯＲＴＳ・横須賀ＴＣ）

2015 大久保・木下 小林 正宙 沖川・武石 広瀬 稔 笠間・鈴木 広瀬・藤井 南雲・佐藤 足立・大森 宇賀神・東條 野本・野本

(平成27年) （ＨＩＴ・ＳＴＥＬＳ） （西鎌倉ＴＣ） （ラック港南台・ＴＰ戸塚） （藤沢城南ＴＣ） （湘南ＴＣ） （藤沢城南ＴＣ） （ＦＣＴ・荏原ＳＳＣ） （湘南ハンド・ＭＭＴ） （塩見塾・エバーグリーン） （ｍ２スポーツ）

混合複
混合複
（100歳)

男子50歳単 男子50歳複 男子60歳複 女子単 女子複 女子40歳複男子55歳複男子40歳単 男子40歳複 男子45歳単 男子45歳複男子単 男子複 男子35歳単 男子35歳複男子複（Ｂ級）


