
藤沢市　テニス選手権　歴代優勝者　一覧　【第1回～10回】1977年～1987年

第1回 内藤・広瀬 清水・桑原
(昭和52年) (太平台) (湘南グリーン)

第2回 広瀬・内藤 藤田・富田 藤山・馬場
(昭和54年) (太平台) (太平台) (太平台)

第3回 中島・新倉 富田・藤田 清水・馬場
(昭和55年) （太平台） （太平台） （湘南グリーン）

第4回 内藤・広瀬 富田・藤田 馬場・板谷
(昭和56年) （太平台） （太平台） （太平台）

第5回 広瀬  稔 内藤・広瀬 富田・藤田 谷口・飯尾
(昭和57年) （太平台） （太平台） （太平台）  （ドン・湘南グ）

第6回 広瀬 稔 内藤・広瀬 野中・浦中 飯尾 尚子 山本・橋本
(昭和58年) （太平台） （太平台） （プリムラ・太ファ） （湘南グリーン） （湘南グリーン）

第7回 野本 剛志 広瀬・新井 富田・藤田 飯尾 尚子 飯尾・神野
(昭和59年) （湘南エース） （ 太平台・鵠沼ｶﾞ ） （太平台） （湘南グリーン） （湘南グリーン）

第8回 広瀬 稔 斎藤・三田村 正野崎・会本 飯尾 尚子 山本・飯尾 赤羽・平井
(昭和60年) （湘南エース） （フェニックス） （関特・鵠沼テ） （湘南グリーン） （湘南グリーン） （太平台）

第9回 新井 湯太加 広瀬・新井  辻・斎藤 会本・正野崎 八幡 美江 稲生・馬場 善木・富岡 諸富・曽我部 相原・板谷
(昭和61年) （ 鵠沼ｶﾞｰﾃﾞﾝ ） （ 湘ｴｰｽ・鵠沼ｶﾞ） （ 湘南ｴｰｽ・ﾌｪﾆｯｸｽ ） （関特） （湘南グリーン） （ 鵠沼テ・太平台 ） （ 鵠沼テニス ） （松下映） （ 湘南ｸﾞ・太平台 ）

第10回 新井 湯太加 藤井・大館 広瀬・村松 石黒・磯田 八幡 美江 神野・松本 鈴木・田島
(昭和62年) （ 鵠沼ｶﾞｰﾃﾞﾝ ） （ 城南・鵠沼ｶﾞ） （湘ｴｰｽ・松下映 ） （湘南グリーン） （湘南グリーン） （ 湘南グ・リバー ） （湘南グリーン）

藤沢市　テニス選手権　歴代優勝者　一覧　【第11回～12回】1988年～1989年

第11回春 嶋村 嘉明 川崎・白井 松本 俊一 会本・山路 野宮 孝弘 園田 雅則 吉村・岡本 小菅・落合 飯田 恵子 田村・今井 寺岡・安達 

(昭和63年) （湘南グリーン） （武田） （ 湘南エース ） （鵠沼） （ 城　　南 ） （伊沢） （徳山） （下土棚） （ＺＯＯ） （湘南グリーン） （ 伊沢・湘南台 ）

第11回秋 広瀬 稔 清田・広瀬 箕輪 芳夫 田山・菊池 山本 幸子 赤羽・平井 三廻部 忠夫 原口 貴史 壁谷・山本 嶋村・久保 鶴岡・小俣 政光・正岡

(昭和63年) （湘南エース） （鵠沼ﾃ・湘ｴｰｽ） （  ﾌｪﾆｯｸｽ  ） （伊沢） （湘南グリーン） （ 太 平 台 ） （リバー） （伊沢） （鵠沼ガ） （湘南グリーン） （鵠沼グ） （鵠沼グリーン）

第12回春 松尾 寺島・松尾 黒岩 小宮 中西 諸富・小西 平尾・和田 鶴岡 立川 政光・笠井

(平成元年) （城南） （松下・城南） （伊沢） （松下映像） （ 神戸製鋼） （松下映像） （湘南エース） （ 鵠沼グリーン） （湘南エース） （鵠沼グリーン）

第12回秋 坂本 村松・内藤 大塚 併合 磯部 嶋村 原口・園田 相原・法月 倉田 佐久間・外岡 併合 黒川・倉田

(平成元年) （湘南エース） （松下映像） （城南） （城南） （ハンドレッド） （鵠沼ガ） （湘南エース） （伊沢） （SSC) （伊沢）

男子単（A級） 男子複（A級） 男子35歳複 男子45歳複 男子複（B級） 女子複（B級)女子単 女子複 女子40歳複

女子複（C級)女子40歳複 男子単（B級） 男子単（C級） 男子複（B級）男子35歳単 男子35歳複 男子45歳単 男子45歳複 女子単 男子複（C級） 女子単（B級） 女子複（B級) 女子単（C級)



藤沢市　テニス選手権　歴代優勝者　一覧　【第13回～30回】1991年～2008年

第13回 白石 祐治 広瀬・新井 広瀬 稔 広瀬・藤井 小田切 弘之 磯田・箕輪
(平成3年) （フェニックス） （湘南エース・鵠沼ガ） （湘南エース） （湘南エース・城南） （伊沢）  （湘南エース・ﾌｪﾆｯｸｽ）

第14回 西村 洋 岡田・相川 塩見 芳彦 村松・寺島 白井 光男 磯田・根本 宮田・中島 可知・橋口

(平成4年) （ＮＯＫ） （鵠沼ガ・荏原ＳＳＣ） （サンテニス） （松下・城南） （武田） （湘南エース）  （太平台） （荏原ＳＳＣ）

第15回 幸田 安正 岡田・相川 田中 敦 村松・内藤 池田 政克 池田・磯田 曽我部涼子 鶴岡・小俣

(平成5年) （日本精工） （鵠沼ガ・荏原ＳＳＣ）  （城南） （松下電器）  （湘南エース） （湘南エース） （ 鵠沼グリーン ） （ 鵠沼グリーン ）

第16回 鈴木 博隆 広瀬・青木 藤井 忠 藤井・磯部 池田 政克 正野崎・会本 一番ヶ瀬・飯田 今井・田村

(平成6年) （フェニックス） （市役所）  （城南）  （城南）  （湘南エース）  （関特・鵠沼） （荏原SSC・ＺＯＯ） （ 鵠沼グリーン ）

第17回 鈴木 博隆 野田・片野 広瀬 稔 村松・内藤 池田 政克 池田・磯田 高橋 芳香  菅原・竹澤

(平成7年) （フェニックス） （太平台） （市役所） （松下・城南）  （湘南エース） （湘南エース） （城南ＴＣ） （ＳＳＣ） 

第18回 鈴木 孝 吉田・二宮 広瀬・新井 白井 光男 小川・箕輪 広田 元 磯田・藤田 井出 千代子 端山・井上 石沢・小澤

(平成8年) （神奈中）  （平本Ｇ・荏原ＳＳＣ）  （湘南エース・平本Ｇ） （武田） （湘南エース） （荏原ＳＳＣ）  （湘南エース） （荏原ＳＳＣ） （ＮＯＫ） （荏原ＳＳＣ）

第19回 矢ヶ崎 将央 吉田・二宮 西村 洋 用瀬・島田 広瀬 稔 磯部・磯田 広田 元 ﾌﾘｯﾂ佐藤 浩子 端山・井上 古木・川崎

(平成9年)  （城南） （ファーストシティ）  （ＮＯＫ） （ﾊﾝﾄﾞﾚｯﾄﾞ・公立共済） （市役所） （荏原ＳＳＣ・湘南ｴｰｽ） （荏原ＳＳＣ） （荏原ＳＳＣ） （ＮＯＫ） （ＫＭＣ）

第20回 吉田 元男 鈴木・中村 西村 洋 羽深・島村 小池 健一 池田・磯田 山田 容一 山内 浩子 山本・片山

(平成10年) （ファーストシティ） （神奈中）  （ＮＯＫ） （市役所・湘南エース） （いすゞ） （湘南エース） （荏原ＳＳＣ） （フェニックス） （荏原ＳＳＣ）

第21回 西村 洋 野田・河野 青木 隆司 山田・榎本 鈴木 孝 年齢別 石島 紘一 橘川 美紀 橋口・橋本 開催無し

(平成11年) （ＮＯＫ） （太平台） （フェニックス） （荏原SSC) （神奈中インドア） 併合 （太平台ファミリー） （武田薬品） （荏原ＳＳＣ）

第22回 田渕 健次郎 田渕・佐藤 鈴木 安隆 新井・皆川 藤井 忠 内藤・藤井 山田 容一 橘川 美紀 岡田・長尾 柳川・渡辺

(平成12年) （フェニックス） （フェニックス） （グラフテック） （いすゞ） （城南） （城南） （荏原ＳＳＣ） （武田薬品） （荏原ＳＳＣ） （ＫＭＣ）

第23回 岡田 要 諏訪・伊落 鈴木 安隆 用瀬・島田 藤井 忠 藤井・磯部 片山 好美 山内・山内 稲垣・原口

(平成13年) （ファーストシティ） （神奈中インドア） （グラフテック） （ﾊﾝﾄﾞﾚｯﾄﾞ・公立共済） （城南） （城南） （荏原製作所） （荏原ＳＳＣ・ＺＯＯ） （伊沢）

第24回 西村 洋 岡田・木下 菅原 憲嗣 新井・皆川 横田 広由 藤井・磯部 白井 光男 原口 真希 粂野・井口

(平成14年) （ＮＯＫ） （ファーストシティ） （いすゞ） （いすゞ） （荏原ＳＳＣ） （城南） （武田薬品） （荏原ＳＳＣ） （ｲｰｽﾀﾝ・荏原SSC）

第25回 山本 貴史 広瀬・西村 吉田 元男 牧野・桑原 園田 雅則 藤井・磯部 併合 ﾍﾙﾅﾝﾃﾞｽ薫 ﾍﾙﾅﾝﾃﾞｽ・高橋 森・小久保

(平成15年) （市役所） （市役所・ＮＯＫ） （ファーストシティ） （ ハ ン ド レ ッ ド） （ 伊 沢 Ｔ Ｇ  ） （城南） （荏原ＳＳＣ） （荏原SSC・T T S） （ 鵠沼グリーン ）

第26回 山本 武信 加藤・山口 宮城 康 吉田・木村 磯部 和宏 藤井・山口 市川 明 小金井 理恵 磯部・古川 船引・粂野

(平成16年) （サンテニス） （山武） （ＮＯＫ） （ファーストシティ） （城南） （城南） （城南） （ＥＳＳＣ） （城南） （ 佐藤設計 ）

第27回 岡田 要 佐藤・藤永 薬師寺 一彦 野田・川辺 角田 高春 小松・米谷 加藤 正夫 小島・和田 飯塚　沙耶香 磯部・古川  船引・粂野

(平成17年) (ﾌｧｰｽﾄｼﾃｨＴＣ)  (ﾌｧｰｽﾄｼﾃｨＴＣ)  (薬師寺ＴＣ)  (太平台ＴＣ) (伊沢ＴＧ)  (ﾌｧｰｽﾄｼﾃｨＴＣ) (伊沢ＴＧ)  (太平台ＴＣ)  (鵠沼ＴＣ) （城南） (佐藤設計)

第28回 森岡 俊文 上原・菅野 松下 直 野田・川辺 南 久男 小松・米谷 広瀬 稔 田渕・中見 石井 清美 井口・山本 藤井・常石

(平成18年) （薬師寺ＴＣ）  (神奈中ＩＴＳ)  (ＥＳＳＣ)  (太平台ＴＣ)  (公立共済)  (ﾌｧｰｽﾄｼﾃｨＴＣ) （市役所） （遠藤パブリック）  (神奈中ＩＴＳ) （ＦＣＴ・ESSC）  (城南ＴＣ)

第29回 藤井 健 嶋村・中野 大岡 聡 石村・逸見 影山 正幸 高野・浜田 横田 広由 田渕・佐藤 和田 しのぶ 林・井口 田川・柏原

(平成19年) （城南ＴＣ） （ケニカスポーツ） （フェニックス） （ＦＣＴ） （荏原ＳＳＣ） （ミズノＴＰ） （荏原ＳＳＣ） （遠藤パブリック） （高橋ＴＳ） （ＦＣＴ） （ＦＣＴ・イザワＴＧ）

第30回 中村 修平 中村・石田 藤澤 直広 吉田・木村 園田 雅則 本間・石村 島津 義彦 山内・長井 大桃 美樹 角・大桃 ヘルナンデス・佐藤

(平成20年) （藤原ＴＡ） （藤原ＴＡ） （ＮＯＫ） （ファーストシティ） （イザワＴＧ） （ＦＣＴ） （オシキリ） （フェニックス） （ＥＳＳＣ） （高橋ＴＳ・ＥＳＳＣ） （荏原ＳＳＣ・ミズノＴＰ）

男子単（A級） 男子複（A級） 男子35歳単 男子35歳複 男子45歳単 女子40歳複男子45歳複 男子55歳単 男子55歳複 女子単 女子複



藤沢市　テニス選手権　歴代優勝者一覧（男子）　　【第31回～  】 2009年～

第31回 堤 和之 島田・南 松丸 弘和 鈴木・松本 殿塚 一奥 坂間・中務 島田 聡司 持丸・中村 磯部 和宏 磯部・磯部 広瀬 稔 田渕・佐藤 島津 義彦 目加田・三谷 木全 寿一 磯田・小川 奥田・渡辺

(平成21年) （ＦＣＴ） （公立共済） （ＥＳＳＣ） （ＦＣＴ） （ＺＯＯ） （薬師寺ＴＣ） （公立共済） （オイレス・遠藤パブ） （城南ＴＣ） （荏原ＳＳＣ） （藤沢市役所） （遠藤パブリック） （オシキリ） （湘南ハンドレッド） （湘南ハンドレッド） （フェニックス） （太平台ＴＣ）

第32回 服部 悠吾 堤・服部 木下 裕介 大久保・木下 石橋 浩一 鈴木・松本 関 充 坂間・中務 園田 雅則 杉山・沓掛 小松 修二 横田 広由 田渕・中見 広田 元 磯田・小川

(平成22年) （ＦＣＴ） （ＦＣＴ） （ＥＳＳＣ） （ＥＳＳＣ） （ＥＳＳＣ） （ＦＣＴ） （ＦＫＣ） （薬師寺ＴＣ） （イザワＴＧ） （城南ＴＣ） （ＦＣＴ） （荏原ＳＳＣ） （遠藤パブリック） （荏原ＳＳＣ） （フェニックス）

第33回 与那嶺 大輔 佐藤・上原 中野 文雄 吉田・木村 石橋 浩一 鈴木・松本 高塚 浩文 坂間・中務 園田 雅則 杉山・沓掛 代田 浩司 富田・熱田 広瀬 稔 田渕・中見 小川・磯田

(平成23年) (荏原SSC） （神奈中ＩＴＳ） （ＫＡＳ） （ＦＣＴ） （ＥＳＳＣ） （ＦＣＴ） （シダーズ） （薬師寺ＴＣ） （イザワＴＧ） （城南ＴＣ） （遠藤パブリック） （湘南ハンドレッド） （藤沢市役所） （遠藤パブリック） （フェニックス）

第34回 中嶋 理樹 佐藤・上原 代田 和洋 吉田・木村 横尾 厚志 土屋 博文 坂間・中務 島田 聡司 島田・園田 阿曽 洋一 原田・土橋 広瀬 稔 宮崎・新名 島津 義彦 小川・磯田

(平成24年) (日本精工） （神奈中ＩＴＳ） （ＭＴＰ藤沢） （ＦＣＴ） （シダーズ） （フェニックス） （薬師寺ＴＣ） （公立共済） （公立共済・イザワＴＧ） （イザワＴＧ） （ケニカスポーツ） （藤沢市役所） （遠藤パブリック） （オシキリ） （フェニックス）

第35回 鬼原 賢 坂本・櫛引 代田 和洋 川田・佐々木 大久保 淳 大川・大原 井出 誠司 吉田・木村 藤原 慎一 長田・福山 捧 恵一 磯部・磯部 広瀬 稔 宮崎・新名 三橋 保 佐藤・熱田

(平成25年) （ＫＡＳ） （荏原ＳＳＣ） （ＭＴＰ藤沢） （ＫＡＳ） （鵠沼グリーン） （シダーズ・ＦＣＴ） （イザワＴＧ） （ＦＣＴ） （リーファ） （イザワＴＧ） （鵠沼グリーン） （荏原ＳＳＣ） （藤沢市役所） （ｍ２スポーツ） （湘南ハンドレッド） （城南ＴＣ・湘南ハンドレッド）

第36回 櫛引 大資 山澤・河田 二條 智樹 榛葉・水谷 植松 準 若山・大滝 大久保 淳 大久保・小林 井出 誠司 小林・加藤 阿曽 洋一 杉山・沓掛 広瀬 稔 宮崎・新名 小野沢 光雄 小野沢・島津

(平成26年) （荏原ＳＳＣ） （遠藤ＴＣ） （ＥＳＳＣ） （ＫＡＳ） （アプティ） （ラウダ・ｍ２スポーツ） （鵠沼グリーン） （鵠沼グリーン） （イザワＴＧ） （ＥＳＳＣ） （イザワＴＧ） （藤沢城南ＴＣ） （藤沢市役所） （ｍ２スポーツ） （タイホー） （タイホー・オシキリ）

第37回 滝澤 日向 山澤・河田 中丸 秀和 佐々木・上坂 吉田 元男 吉田・木村 阿曽 洋一 田渕・佐藤 中見 光生 磯田・小川

(平成27年) （ＫＡＳ） （遠藤ＴＣ） （シダーズ） （ＫＡＳ） （ＦＣＴ） （ＦＣＴ） （イザワＴＧ） （遠藤ＴＣ） （遠藤ＴＣ） （フェニックス）

第38回 増渕 和気 山澤・河田 湯浅 徹郎 川田・松本 植松 準 吉田・木村 松田 浩 松田・小西 原口 貴史 磯田・小川

(平成28年) （神奈中ＩＴＳ） （遠藤ＴＣ） （ＭＭＴ） （ＫＡＳ） （アプティ） （ＦＣＴ） （ＥＳＳＣ） （ＥＳＳＣ） （イザワＴＧ） （フェニックス）

第39回 伊崎 慶史郎 山澤・河田 城戸 俊之 榛葉・程島 薬師寺 一彦 木下・大久保 藤原 慎一 小野・江原 吉武 耕一郎 熱田・吉武

(平成29年) （リーファ） （遠藤ＴＣ） （ＨＳＴＣ） （ＫＡＳ） （薬師寺ＴＣ） （ＳＴＥＬＳ） （リーファ） （シダーズ・ｍ２スポーツ） （湘南ハンドレッド） （湘南ハンドレッド）

第40回 増渕 和気 山田・河原田 湯浅 徹郎 吉田・木村 35歳と併合 35歳と併合 松崎 順一 35歳と併合 大岡 聡 佐藤・坂間 園田 雅則 50歳と併合 捧 恵一 島津・小野沢 広瀬 稔 60歳と併合

(平成29年秋) （神奈中ＩＴＳ） （ＯＡＳ） （ＭＭＴ） （ＦＣＴ） （イースタン） （フェニックス） （STELS・FCT） （イザワＴＧ） （イザワＴＧ） （オシキリ・イチネンケミ） （藤沢市役所）

藤沢市　テニス選手権　歴代優勝者一覧（女子）　　【第31回～  】 2009年～

第31回 飯塚 沙耶香 和田・大桃 亀井 千尋 亀井・柏原

(平成21年) （鵠沼ＴＣ） （高橋ＴＳ・ＥＳＳＣ） （イザワＴＧ） （イザワＴＧ）

第32回 飯塚 沙耶香 小林・高橋 伊達 佳代子 亀井・井口 亀井 千尋

(平成22年) （鵠沼ＴＣ） （荏原ＳＳＣ・イザワＴＧ）  （藤沢市役所） （イザワＴＧ・ＦＣＴ） （イザワＴＧ）

第33回 松本 育実 工藤・初川 亀井 千尋 亀井・島崎 小林 千秋

(平成23年) （荏原ＳＳＣ） （シダーズ） （イザワＴＧ） （イザワＴＧ） （ラウダ）

第34回 松本 育実 佐藤・久保田 亀井 千尋 亀井・島崎

(平成24年) （荏原ＳＳＣ） （城南ＴＣ） （イザワＴＧ） （イザワＴＧ）

第35回 石井 清美 横山・佐藤 横山・佐藤 亀井 千尋 篠田 理枝

(平成25年) （フェニックス） （ＦＣＴ） （ＦＣＴ） （イザワＴＧ） （ＭＴＰ藤沢）

第36回 佐藤 温子 吉池・佐藤 足立・一番ヶ瀬 桜井 茂美 亀井 千尋 増田・小林

(平成26年) （ＦＣＴ） （ＥＳＳＣ） （湘南ハンドレッド） （ＭＭＴ） （イザワＴＧ） （湘南ハンドレッド）

第37回 横山 理紗子 富田・菊池 山田 絵里 佐藤・稲川 野村 紀子

(平成27年) （神奈中ＩＴＳ） （薬師寺ＴＣ） （辻堂アップ） （ｍ２スポーツ） （ＭＭＴ）

第38回 蔭山 美憂 吉川・菊地 吉川 真理 足立・小谷 安原 陽子

(平成28年) （Ｖａｌ） （イースタン・神奈中ＩＴＳ） （イースタン） （湘南ハンドレッド） （湘南ハンドレッド）

第39回 熊倉 愛未 前田・鈴木 山田 絵里 廣瀬・桜井 安原 陽子

(平成29年) （リーファ） （ＳＴＥＬＳ） （ＫＡＳ） （イザワＴＧ・ＭＭＴ） （湘南ハンドレッド）

第40回 菊池 恵 熊倉・金津 仲村 奈保子 桜井・廣瀬 40歳と併合 足立・小谷 40歳と併合 亀井・島崎 亀井 めぐみ

(平成29年秋) （薬師寺TC） （リーファ） （ＨＳＴＣ） （ＭＭＴ・イザワＴＧ） （湘南ハンドレッド） （イザワＴＧ） （薬師寺ＴＣ）

男子65歳複 男子70歳複男子45歳単 男子45歳複 男子50歳単 男子50歳複 男子55歳単 男子55歳複 男子60歳複 男子65歳単男子60歳単男子40歳複

女子45歳複 女子50歳単女子単 女子複

男子単 男子複 男子35歳単 男子35歳複 男子40歳単

女子50歳複 女子55歳単女子40歳単 女子40歳複 女子45歳単


