
第４０回藤沢市民テニス大会（2017年）　＜一般の部＞

藤沢市民テニス大会　歴代優勝者　一覧

第1回 昭和53年 岡 ・大谷 藤山・馬場

第2回 昭和54年 広瀬・皆川 (太平台・ｱｽﾍﾟﾝ) 清水・桑原 （湘南グ）

第3回 昭和55年 安部・大塚 （太平台） 飯尾・馬場 （湘南ｸﾞﾘｰﾝ・太平台）

第4回 昭和56年 青木・福田 （鵠沼ﾃﾆｽ） 中野・新田 （寒川・辻堂西）

第5回 昭和57年 窪田・棒  （鵠沼テ） 大久保・神野 （湘南台）

第6回 昭和58年 安部・藤原 （大平台・湘南高） 川地・富岡 （徳川）

第7回 昭和59年 黒岩・末木 （伊沢） 富岡・堤 （鵠沼テ) 柳田・平井 （太平台） 三浦・藤田 （ プリムラ・エース ）

第8回 昭和60年 鈴木・広瀬 （鵠沼グ・エース） 川地・富岡 （辻堂西・鵠沼ク） 赤羽・平井 （太平台） 山室・入江 （鎌倉ク・三田）

第9回 昭和61年 清田・広瀬 （鵠沼テ・エース) 中野・富岡 （寒川・鵠沼テ) 小林・古庄 （湘南台） 木全・福田 （武田・徳山ソ）

第10回 昭和62年 内藤・広瀬 （ 松下映 ・湘南エース ） 飯田・皆川 （ ＺＯＯ・ミツハシ ） 磯野・武内 （太陽・鵠沼テ ） 大塚・津山 （城南）

第11回 昭和63年 広瀬・青木 （市役所） 鶴岡・小俣 （鵠沼グリーン） 村上・磯田 （湘南グ）

第12回 平成元年 古屋・加藤 （善行ローン） 佐久間・杉本 （善行ローン・SSC) 近藤・広田 （SSC)

第13回 平成2年 只木・佐藤 （いすゞ） 橋口・簑田 （荏原SSC) 高橋・寺田 （小田急藤沢） 広田・近藤 （荏原SSC)

第14回 平成3年 清田・広瀬 （鵠沼テ ・湘南エース） 江原・久宗 （伊沢） 松本・添田 （城南・ﾆｭｰﾚﾃﾞｨｰｽ） 堀・得田 （茅ヶ崎ローゼ）

第15回 平成4年 加藤・中林 （在住） 今井・田村 （鵠沼グリーン） 平野・野田 （城南） 小松原・小川 （寒川ﾛｰﾝ・湘南ｴｰｽ）

第16回 平成5年 磯部・相吉沢 （城南・荏原ＳＳＣ） 荏原・奥山 （伊沢） 森・水之江 （鵠沼グリーン） 中内・戸畑 （フリー）

第17回 平成6年 山下・佐藤 （日本精工・遠パブ） 清水・前後 （藤原Ｔ・荏原ＳＳＣ） 小林・飯田 （ＺＯＯ） 石嶋・柿本 （太平台ﾌｧﾐﾘｰｽﾞ）

第18回 平成7年 吉田・二宮 （ファーストシティ） 枦本・橘川 （武田） 清水・渡辺 （　　　　） 大野・白井 （遠藤ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ・武田）

第19回 平成8年 殿塚　易行 （ＥＳＳＣ） 疋田・藤田 （いすゞ） 櫨本・橘川 （武田） 山崎・清水 （湘南ローン ・荏原SSC） 丸・高野 （長後代官山）

第20回 平成9年 岡田　要 （フェニックス） 大塚・野田 （太平台） 森・北谷 （荏原ＳＳＣ・藤原） 和田・平尾 （湘南エース）

第21回 平成10年 岡田　要 （フェニックス） 大塚・野田 （太平台） 橘川　美紀 （武田） 岩見・大牧 （ＣＡフジサワ） 大野・白井 （遠藤ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ・武田）

第22回 平成11年 岡田　要 （フェニックス） 藤澤・宮城 （NOK) 狐塚　真由美 （瀬谷グリーン） 佐々木・山崎 (荏原SSC・湘南ローン） 松澤・伊達 （フリー）

第23回 平成12年 新井　裕之 （いすゞ） 清水・森川 （フェニックス） 後藤　セキ子 （ＥＳＳＣ） 宇都宮・大牧 （ＣＡ藤沢） 横山・小川 （フリー）

第24回 平成13年 細井　啓行 （エバーグリーン） 菅原・林 （いすゞ） 佐藤　さゆり （鵠沼グリーン） 飯田・杉本 （ＺＯＯ） 久郷・小松原 (東京ラヂエータ製造）

第25回 平成14年 渡辺 努 （荏原ＳＳＣ） 室町・中野 （フ リ ー・ｹﾆｶTC） 近藤　えり子 （フリー） 後藤・沖 （荏原ＳＳＣ） 森川・磯田 (ﾊﾝﾄﾞﾚｯﾄﾞ・湘南エース）

第26回 平成15年 藤井 健 （城南ＴＣ） 石塚・渡辺 （ＦＣT） 長尾　文子 （荏原ＳＳＣ） 津久井・高柳 （ＫＭＣ） 宮崎・明松 （ＥＳＳＣ）

第27回 平成16年 水上　雄介 （三菱電機） 平木・青山 （ケニカスポーツ） 山内　麻莉 （藤沢城南ＴＣ） 河村・岩澤 （ケニカスポーツ） 田渕・佐藤 （遠藤パブリック）

第28回 平成17年 塩崎　義樹　 （在住） 岡田・青山　 （ＦＣＴ） 和田　しのぶ　 （在勤） 粂野・山本　 （在住・ＥＳＳＣ） 細田・橘　　 （ＦＣＴ）

第29回 平成18年 塩崎　義樹　 （在住） 若山・大滝 （御所見） 和田　しのぶ　 （在住） 粂野・山野井 （佐藤設計） 小松・米谷 （ＦＣＴ）

第30回 平成19年 大岡　聡 （フェニックス） 大原・石井 （在住） 石井　清美 （神奈中ＩＴＳ） 水流・篠田 （ケニカスポーツ） 石村・持田 （ＦＣＴ） 田栗・工藤 （ＦＣＴ）

第31回 平成20年 相澤　幸太郎 （在勤） 倉田・大川 （ＦＣＴ） 石井　清美 （神奈中ＩＴＳ） 粂野･茶谷 （佐藤設計・ＥＳＳＣ） 東海林・原 （池上通信機） 鳥谷部・玉井 （いすゞ）

第32回 平成21年 鳥海　哲也 （メルシャン） 城戸・小島 （日立ＧＳＴ） 平田　絵里 （在住） 渡辺・桜井 （ＭＭＴ横・濱） 鈴木・横光 （神奈中ＩＴＳ） 笠間・鈴木 （グラフテック）

第33回 平成22年 石橋　浩一 （ＥＳＳＣ） 藤瀬・池永 （辻堂アップ） 平田　絵里 （辻堂アップ） 永吉・平田 （辻堂アップ） 三谷・目加田 （湘南ハンドレッド） 土橋・高橋 （在勤） 笠間・鈴木 （グラフテック）

第34回 平成23年 橋元　隆人 （在勤） 藤瀬・佐藤 （辻堂アップ・城南ＴＣ） 石井　清美 （神奈中ＩＴＳ） 田村・見供 （在住・在勤） 佐藤・木全 （城南TC・湘南ハンドレッド） 大久保・木下 （鵠沼グリーン・在住） 笠間・鈴木 （グラフテック）

第35回 平成24年 滝澤　日向 （在住） 濱田・福嶋 （シダーズ） 佐藤　ひさの （ＭＭＴ） 横尾・秋山 （シダーズ） 宮崎・新名 （ｍ２スポーツ） 笹木・植松 （辻堂アップ・アプティ） 野田・神前 （湘南ハンドレッド）

第36回 平成25年 松岡　晃平 （ＦＫＣ） 徳永・滝澤 （在住） 横井　祐里子 （在学） 早原・横尾 （シダーズ） 宮崎・新名 （ｍ２スポーツ） 大久保・木下 （鵠沼グリーン・在住） 野田・山崎 （湘南ハンドレッド）

第37回 平成26年 増渕　和気 （神奈中ＩＴＳ） 菅野・國次 （OAS） 岡井　佳子 （在住） 浅井・木村 （ＦＫＣ） 田渕・佐藤 （遠藤ＴＣ） 松本・川田 （ＫＡＳ） 江原・田中 （ｍ２スポーツ・在住）

第38回 平成27年 増渕　和気 （神奈中ＩＴＳ） 石井・高橋 （在住・在勤） 野本　洋子 （ｍ２スポーツ） 前田・大桃 （ＳＫＹ・在勤） 田渕・佐藤 （遠藤ＴＣ） 土橋・東出 （シダーズ） 関・崎野 （ＦＫＣ）

第39回 平成28年 増渕　和気 （神奈中ＩＴＳ） 増渕・中村 （神奈中ＩＴＳ） 乙山　新子 （ＳＫＹ） 大桃・前田 （在勤・ＳＴＥＬＳ） 熱田・牧野 （湘南ハンドレッド） 山口・八尾 （アズビル） 野田・山崎 （湘南ハンドレッド）

以下　60才以上男子複

壮年４５才以上男子複

以下　35才以上男子複

男子単 男子複 女子単 女子複 平日レディース複 40才以上女子複
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男子単
（Ａ級）

男子単
（Ｂ級）

男子複 女子単 女子複 混合複
35才以上
男子複

45才以上
男子複

60才以上
男子複

100才以上
混合複

120才以上
混合複

第40回 山田・河原田 足立・檜山 山田・檜山 鈴木・八尾 ライリー・関 富田・田村 図師・沢目 塩見・上村

（平成29年） （ＯＡＳ・在住） （湘南ハンドレッド・ＯＡＳ） （ＯＡＳ） （アズビル） （ＦＫＣ） （湘南ハンドレッド） （湘南ハンドレッド） （湘南ハンドレッド）


