
男⼦ 男⼦ ⼥⼦ ⼥⼦ 45歳以上男⼦ 45歳以上男⼦ 55歳以上男⼦ 55歳以上男⼦ 40歳以上⼥⼦ 混合
シングルス ダブルス シングルス ダブルス シングルス ダブルス シングルス ダブルス ダブルス ダブルス

草薙 脩 後藤 きみ⼦ ⽥中 義章
浦崎 好三 櫻井 順⼦ 塚本 正⼈

草薙 脩 ⽊沢 久美⼦ 林 輝⼀
中川 正信 藤原 ちえみ 堀内 正紘

（川崎重⼯）
（ホワイトウッドTC）

丹⽻ 幸⽣ 後藤 きみ⼦ 林 輝⼀
桜井 利昭 ⾼橋 美代⼦ 堀内 正紘

（川崎重⼯）
（ホワイトウッドTC）

草薙 脩 溝⼝ 美佐江 林 輝⼀
中川 正信 藤原 ちえみ 宮本 庄⼀

草薙 脩 瀧⼝ ⼋重⼦ 林 輝⼀
中川 正信 阿部 みなみ 遠藤 壽⼀

（ホワイトウッドTC）
（各務原LTC）

丹⽻ 幸⽣ 安江 律代 ⽚岡 敏勝
鈴⽊ ⻯太 坂井 貴⼦ 横井 末美

野村 嘉⼈ ⾦⼦ 智晶 林 輝⼀
笠原 彰⼆ 島岡 美帆 堀内 正紘

（ホワイトウッドTC） （川崎重⼯）
（川崎重⼯） （ホワイトウッドTC）

草薙 脩 坂井 貴⼦ ⽚岡 敏勝
中川 正信 ⼭内 久美⼦ 横井 末美

中村 浩爾 ⾦⼦ 智晶 草薙 脩
宮本 政⼀ ⼭内 久美⼦ 中川 正信

中坪 慎吾 ⼭内 久美⼦ 草薙 脩
中島 隆 ⻑屋 ⺒加 ⽔⾕ 利廣

松枝 つとむ ⾦⼦ 智晶 草薙 脩
堀⽥ 祐司 ⼩野 由佳 中川 正信

加藤 正成 ⾦⼦ 智晶 草薙 脩 林 輝⼀ ⽔野 園⼦
中坪 慎吾 ⼩野 由佳 中川 正信 ⽥中 義章 加藤 礼⼦

（川崎重⼯）
（中央プラザ）

丹⽻ 幸⽣ 坂⼝ ひとみ 草薙 脩 ⽔野 園⼦
尾関 正⾂ ⼩野 由佳 中川 正信 加藤 礼⼦

⼭⽥ 健⼆ 坂⼝ ひとみ 草薙 脩
兼松 孝史 ⼩野 由佳 中川 正信

（川崎重⼯）
（中央プラザ）

丹⽻ 幸⽣ 川出 しずよ 河島 利夫 林 輝⼀
⾼橋 浩 ⾼橋 嘉⼦ 櫛橋 泰典 ⽥中 義章
（REDS）

（中央プラザ）
丹⽻ 幸⽣ ⼩野 由佳 草薙 脩
兼松 孝史 ⼩島 典栄 櫛橋 泰典

（REDS）
（中央プラザ）

岡⽥ 啓⼀ 早野 綾 加藤 正博
加藤 範也 可児 美由貴 坂井⽥ 実

（松枝塾）
（川崎重⼯）

安藤 喜章 幅 明美 中川 正信 草薙 脩 丹⽻ 幸⽣
⾼津 ⼤ 市川 歩 櫛橋 泰典 ⽔⾕ 利廣 岡⼭ 美智⼦

（川崎重⼯）
（コパン各務原）

加藤 正成 幅 明美 加藤 正博 草薙 脩 河島 利夫
⻄村 良⼀ 市川 歩 坂井⽥ 実 ⽔⾕ 利廣 宮本 亜希

（川崎重⼯） （川崎重⼯）
（ポニーTC） （コパン各務原）
⼭⽥ 健⼆ 幅 明美 中川 正信 林 輝⼀ 藤⽊ 幸三
後藤 寛典 市川 歩 櫛橋 泰典 遠藤 壽⼀ 藤⽊ 恵

（川崎重⼯） （ホワイトウッドTC）
（コパン各務原） （各務原LTC）

草薙 脩

河島 利夫

芝⼭ 道男

（ホワイトウッドTC） （川崎重⼯）

林 輝⼀

加藤 正博

中川 正信

野村 嘉⼈

（ホワイトウッドTC） （川崎重⼯） （川崎重⼯）

（ホワイトウッドTC）

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第19回

第20回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

第16回

第17回

第18回
常冨 美由貴

宮本 亜希

⼩野 由佳

花崎 聖⼦

牧⽥ 有季

（川崎重⼯）

（中央プラザ） （中央プラザ） （川崎重⼯）

⾼津 ⼤

（川崎重⼯）

（ホワイトウッドTC）

中島 隆

中島 隆

中島 隆

中島 隆

⾼橋 正

松枝 つとむ

宮本 政⼀

⼩宮⼭ 英彦

伊藤 ⿇⾐⼦

伊藤 ⿇⾐⼦

⼩野 由佳

⾜⽴ 可奈⼦

⾦⼦ 智晶

清⽔ 優美⼦

⾦⼦ 智晶

坂井 貴⼦

坂井 貴⼦

（ホワイトウッドTC） （川崎重⼯） （那加TC） （ホワイトウッドTC） （ホワイトウッドTC）

鷲⾒ 朋美

横⼭ 京⼦

林 輝⼀

林 輝⼀

中川 正信

中川 正信

中川 正信

中川 正信

野村 嘉⼈

野村 嘉⼈

野村 嘉⼈

渡辺 淳司

草薙 脩

遠藤 壽⼀

林 輝⼀

林 輝⼀

林 輝⼀

林 輝⼀

林 輝⼀

林 輝⼀

坂井⽥ 元三郎

草薙 脩

草薙 脩

草薙 脩

渡辺 淳司

各務原市テニス選⼿権 歴代優勝者

（川崎重⼯） （川崎重⼯） （ホワイトウッドTC） （中央プラザ） （川崎重⼯） （川崎重⼯）

草薙 脩 林 輝⼀

林 輝⼀

⽊沢 久美⼦

藤原 ちえみ

第1回

第2回

（ホワイトウッドTC） （中央プラザ） （那加TC） （中央プラザ） （ホワイトウッドTC）

（中央プラザ） （川崎重⼯） （中央プラザ） （中央プラザ） （川崎重⼯）

（川崎重⼯） （川崎重⼯） （桜丘中） （中央プラザ） （川崎重⼯）

（川崎重⼯） （各務原LTC） （各務原LTC） （川崎重⼯）

（中央プラザ） （中央プラザ） （那加TC） （那加TC） （ホワイトウッドTC）

鈴⽊ ⻯太

（ホワイトウッドTC）

（REDS） （川崎重⼯） （中央プラザ） （中央プラザ） （ホワイトウッドTC） （川崎重⼯）

（中央プラザ） （川崎重⼯） （中央プラザ） （中央プラザ） （ホワイトウッドTC）

（川崎重⼯）

（REDS） （REDS） （REDS） （REDS） （ホワイトウッドTC） （川崎重⼯）

（川崎重⼯） （中央プラザ） （中央プラザ） （中央プラザ） （川崎重⼯）

（各務原LTC） （各務原グリーンTC）

（中央プラザ） （中央プラザ） （REDS） （川崎重⼯） （川崎重⼯）

（ホワイトウッドTC） （ホワイトウッドTC）（各務原グリーンTC）

（ホワイトウッドTC） （REDS） （REDS） （REDS） （川崎重⼯） （川崎重⼯）

（航空⾃衛隊） （REDS） （REDS） （川崎重⼯） （川崎重⼯）

（ホワイトウッドTC） （ホワイトウッドTC）

（中央プラザ） （中央プラザ） （REDS） （川崎重⼯） （川崎重⼯） （各務原グリーンTC）

（中央プラザ） （岐⾩プラダイナミス） （航空⾃衛隊） （川崎重⼯） （川崎重⼯）

草薙 脩

（フリー）（川崎重⼯） （川崎重⼯） （P.S.Pa） （ホワイトウッドTC） （川崎重⼯）

（川崎重⼯） （ポニーTC）

（コパン各務原） （川崎重⼯） （川崎重⼯） （ホワイトウッドTC） （川崎重⼯） （川崎重⼯） （川崎重⼯）

後藤 寛典

加藤 範也

（コパン各務原） （コパン各務原）

草薙 脩

草薙 脩

（川崎重⼯）

横⼭ 京⼦

宮本 亜希



男⼦ 男⼦ ⼥⼦ ⼥⼦ 45歳以上男⼦ 45歳以上男⼦ 55歳以上男⼦ 55歳以上男⼦ 40歳以上⼥⼦ 混合
シングルス ダブルス シングルス ダブルス シングルス ダブルス シングルス ダブルス ダブルス ダブルス

⼩澤 重昭 藤⽊ 恵 加藤 正博 倉本 正博 川出 純
宮本 政⼀ 藤⽊ 薫 坂井⽥ 実 ⼩島 国雄 川出 しずよ
（ポニーTC） （川崎重⼯） （ポニーTC）

（川崎重⼯） （フリー） （航空⾃衛隊）
後藤 寛典 常冨 美由貴 ⽔野 庄作 倉本 正博 川出 純
⼤前 宜伸 藤⽊ 恵 草薙 脩 ⼩島 国雄 川出 しずよ

（川崎重⼯） （ポニーTC）
（ポニーTC） （航空⾃衛隊）
野村 嘉⼈ 藤⽊ 恵 兼松 雅之 中瀬 泰
野村 和史 藤⽊ 由理 ⼋⽵ 孝幸 中瀬 夏美

（川崎重⼯）
（フリー）

中島 隆 ⾦⽥ みのり 加藤 正博 松本 晋治
後藤 寛典 ⿅島 弥⽣ 坂井⽥ 実 梶⽥ 恵
（NASTA） （岐⾩プラダイナミス）

（川崎重⼯） （ポニーTC）
中島 隆 ⽯⽥ 春美

⽚平 和弘 ⿃本 智裟

後藤 寛典 ⼩野 由佳
武井 脩 樫村 亜希

（ポニーTC）
（川崎重⼯）

⼤前 宜伸 ⼭本 育⼦
福⽥ 拓⼈ 佐合 恵

加藤 範也 ⽯⽥ 春美
上瀧 雅⼰ ⿃本 智裟

上瀧 雅⼰ ⽯⽥ 春美
平野 響亮 ⿃本 智裟

（川崎重⼯）
（CANNON-BALL）

本岡 徹 ⼩島 えり
北尾 太⼀ ⼩野 由佳

武井 脩 樫村 亜希
下向 将志 ⾦武 恵

杉⼭ 貴都 清⽔ 恵
井川 直哉 河合 由理

濱⾕ 隆⽂ 松枝 リエカ
松尾 紳司 樫村 亜希

（川島TC）

（川島TC）

（TEAM WHALES）

林 輝⼀

（ホワイトウッドTC）（Aチーム）

（ホワイトウッドTC）

（CANNON-BALL） （フリー） （川崎重⼯）
第33回

上瀧 雅⼰ 池⼾ 悠希⼦

（川崎重⼯）

第32回
⼭⽥ 直輝 ⻑瀬 愛花

（WiM岐⾩） （フリー） （MAMOクラブ）（川崎重⼯）

第31回
松原 勝治 樫村 亜希

（BREAK BACK） （川崎重⼯） （川崎重⼯） （川崎重⼯）

第30回
松原 勝治 ⼩澤 春奈

（BREAK BACK） （CANNON-BALL） （PTC） （CANNON-BALL）

第29回
上瀧 雅⼰ ⿃本 智裟

（川崎重⼯） （松原庭球倶楽部）（松原庭球倶楽部）

第28回
三⾕ 祥平 ⾈渡 玲緒

（川崎重⼯） （川崎重⼯） （MAMOクラブ） （松原庭球倶楽部）

第27回
中島 秀夫 ⾈渡 玲緒

（NASTA） （MAMOクラブ） （MAMOクラブ）

第26回
中島 隆 ⿃本 智裟

（NASTA） （川崎重⼯） （松原庭球倶楽部）

（TEAM WHALES）

第25回
中島 隆 ⾈渡 玲緒

（NASTA） （NASTA） （MAMOクラブ） （松原庭球倶楽部）

第24回
松枝つとむ ⾈渡 玲緒 中川 正信

（松枝塾） （MAMOクラブ） （松原庭球倶楽部） （川崎重⼯）

第23回
⼤前 宜伸 ⼩島 えり 野村 嘉⼈

（ポニーTC） （ホワイトウッドTC） （NTS） （ホワイトウッドTC）

第22回
後藤 寛典 ⼩島 えり 中川 正信

（川崎重⼯） （NTS） （川崎重⼯） （川崎重⼯）

各務原市テニス選⼿権 歴代優勝者

第21回
加藤 直輝 ⼩島 えり 加藤 正博

（コパン各務原） （NTS） （ホワイトウッドTC）

草薙 脩

（ASSEMBLY）

（川崎重⼯）（ホワイトウッドTC）


