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栄区民（シングルス）テニス大会入賞者記録 

 

高校男子（1991 年度より開催、2011 年度以降は一般男子へ） 

年  度 優  勝 準 優 勝 第 3 位 

2001(H13)年(第 12 回) 阿部 祐太郎(柏陽高) 大内 景太(柏陽高) 
才神 勇介(柏陽高) 
佐藤 宏之(柏陽高) 

2002(H14)年(第 13 回) 大平 昌弘(在住) 安倍 公輔(在住) 
川原 晃(上郷高) 
柴田 恭孝(柏陽高) 

2003(H15)年(第 14 回) 西野 祐一(柏陽高) 田中淳一郞(上郷高) 
平田 雄一(上郷高) 
白石 遼太郎(柏陽高) 

2004(H16)年(第 15 回) 飯島 健蔵(在住) 野口 欣彦(柏陽高) 
井上 暁史(金井高) 
前田 稔(金井高) 

2005(H17)年(第 16 回) 芦原 宏昴(ラック TG) 奥山 洋(金井高) 金子 亮(金井高) 

2006(H18)年(第 17 回) 内記 惇 (金井高) 倉田 友弘 (上郷高) 
仲村 晃彦 (金井高) 
本村 卓偉 (上郷高) 

2007(H19)年(第 18 回) 長野 想 (柏陽高)、 川路 洋太 (上郷高) 
田中 祐  (柏陽高) 
柳田 祥吾 (上郷高) 

2008(H20)年(第 19 回) 熊澤 大修（ラック TG） 永野 善之（在住） 
林 優吾（ラック TG） 
中村 克（柏陽高） 

2009(H21)年(第 20 回) 熊澤 大修（ラック TG） 村本 和也（ラック TG） 杉野 公一(柏陽高) 

2010(H22)年(第 21 回) 高田 真緒 (ラック TG)  斎藤 駿 (金井高) 緒方 滉一(金井高) 

 
 
高校女子（1991 年度より開催、2011 年度以降は一般女子へ） 

年  度 優  勝 準 優 勝 第 3 位 

2001(H13)年(第 12 回) 成田 美枝(柏陽高) 松崎 智子(柏陽高) 
秋葉 槙子(柏陽高) 
秋山 真穂(柏陽高) 

2002(H14)年(第 13 回) 名倉 まい子(柏陽高) 佐脇 亜希子(上郷高) 
伊藤 沙紀(柏陽高) 
西村 香愛(上郷高) 

2003(H15)年(第 14 回) 常盤 奈未(金井高) 田所 茉麻(ラック TG) 
水野 華絵(金井高) 
萩原 輝美(金井高) 

2004(H16)年(第 15 回) 秋山 香奈(柏陽高) 桜井 詩織(金井高) 
瀧居 明子(金井高) 
熊谷 理美(ラック TG) 

2005(H17)年(第 16 回) 千葉 彩香(金井高) 中島 瑠美(金井高) 桜井 詩織(金井高) 

2006(H18)年(第 17 回) 未開催（エントリー不足で不成立） 

2007(H19)年(第 18 回) 未開催（エントリー不足で不成立） 

2008(H20)年(第 19 回) 石野 咲子（柏陽高） 田中 真季（柏陽高） 
小針 香澄（柏陽高） 
甲州 彩香（柏陽高） 

2009(H21)年(第 20 回) 市瀬 和奈(桂台中) 木村 仁美（横浜栄高） 
河野 里沙（ラック TG） 
仙波 美岬（横浜栄高） 

2010(H22)年(第 21 回) 未開催（エントリー不足で不成立） 
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中学男子（1991 年度より開催） 

年  度 優  勝 準 優 勝 第 3 位 

2001(H13)年(第 12 回) 飯島健蔵(ｻﾝﾌﾞﾘｯｯｼﾞ TC) 堀田 圭吾(庄戸中) 
伊藤 研悟(庄戸中) 
梅原 淳(庄戸中) 

2002(H14)年(第 13 回) 日沼 恵至郎(栄ｼﾞｭﾆｱ) 飯島 健蔵(ｻﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ TC) 
山本新一郎(ｻﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ TC) 
上田 辰也(KTC) 

2003(H15)年(第 14 回) 飯島健蔵(ｻﾝﾌﾞﾘｯｯｼﾞ TC) 中津 洋輔(ｻﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ TC) 
高橋 正行(ｻﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ TC) 
人見 佑樹（KTC） 

2004(H16)年(第 15 回) 嵒瀬 拓磨(在住) 松山 祐輔(在住) 
黒木 啓祐(在住) 
芦原 宏昴(ラック TG) 

2005(H17)年(第 16 回) 市瀬 祐輝(ラック TG) 田坂 創一（KTC） 川本 将大(ラック TG) 

2006(H18)年(第 17 回) 永野 善之 (庄戸中) 林  優吾 (庄戸中) 木内 瑞稀 (庄戸中) 

2007(H19)年(第 18 回) 斎藤  駿 (庄戸中)  川本 晃久 (庄戸中) 
木内 瑞希 (庄戸中) 
江森 裕介 (庄戸中) 

2008(H20)年(第 19 回) 川本 晃久（ラック TG） 久米 利李（庄戸中） 
古屋 徹郎（ラック TG） 
佐藤 嘉仁（ラック TG） 

2009(H21)年(第 20 回) 高田 真緒（小山台中） 石川 和輝（ラック TG） 
谷垣 佳成（桂台中） 
北岡 育之（ラック TG） 

2010(H22)年(第 21 回) 北岡 育之(ラック TG) 伴 康太郎(ラック TG) 町田 昂大(ラック TG) 

2011(H23)年(第 22 回) 澤田 紘希(ラック TG) 小室 英之（庄戸中） 寺垣 駿治（庄戸中） 

2012(H24)年(第 23 回) 川北 魁飛（庄戸中） 小林 悠人（庄戸中） 合田 英樹（庄戸中） 

2013(H25)年(第 24 回) 
保江 雄太 
（ラック TG 庄戸中） 

小林 悠人（庄戸中） 
鈴木 聡太 
（ラック TG 庄戸中） 

2014(H26)年(第 25 回) 鈴木 聡太（庄戸中） 猪野 優希（ラック TG） 保江 雄太（庄戸中） 

2015(H27)年(第 26 回) 
中澤 陸 
（上郷中･ラックＴＧ） 

剱物 蒼汰（ラック TG） 高橋 雅柊（ラック TG） 

2016(H28)年(第 27 回) 山本 来人（ラック TG） 
高橋 雅柊 
（桂台中･湘南桂台ＴＣ） 

風間 幸太朗 
（山手学院中･ラック TG） 

 
 
中学女子（2004 年度より開催） 

年  度 優  勝 準 優 勝 第 3 位 

2001(H13)年(第 12 回) 未開催（エントリー不足で不成立） 

2002(H14)年(第 13 回) 未開催（エントリー不足で不成立） 

2003(H15)年(第 14 回) 未開催（エントリー不足で不成立） 

2004(H16)年(第 15 回) 鈴木 美希(ラック TG) 金子 ちひろ(ラック TG) 小宮 忍(ラック TG) 

2005(H17)年(第 16 回) 野田 涼香(在校) 小宮 忍(ラック TG)  

2006(H18)年(第 17 回) 未開催（エントリー不足で不成立） 

2007(H19)年(第 18 回) 勝山 涼夏 (ﾌﾚｯｸｽ横浜) 野崎 智奈美(西本郷中) 
小田 千鶴 (庄戸中) 
増田 優稀 (庄戸中) 

2008(H20)年(第 19 回) 安藤 恵利子（ラック TG） 勝山 涼夏（ﾌﾚｯｸｽ横浜） 伴 理紗子（ラック TG） 

2009(H21)年(第 20 回) 未開催（エントリー不足で不成立） 

2010(H22)年(第 21 回) 未開催（エントリー不足で不成立） 

2011(H23)年(第 22 回) 未開催（エントリー不足で不成立） 

2012(H24)年(第 23 回) 田中 香月（庄戸中） 南條 仁美（庄戸中） 菅澤 まひる（庄戸中） 

2013(H25)年(第 24 回) 谷垣 凛（ラック TG） 
南雲 優希 
（ラック TG･庄戸中） 

田中 香月（庄戸中） 

2014(H26)年(第 25 回) 谷垣 凛（桂台中） 南雲 優希（庄戸中） 筒井 あすか（庄戸中） 

2015(H27)年(第 26 回) 秋吉 美夜（ラック TG） 
筒井 あすか 
（上郷中･ラックＴＧ） 

木全 詞音（上郷中） 

2016(H28)年(第 27 回) 秋吉 美夜（ラック TG） 杉山 怜（上郷中）      － 
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小学高学年(1999 年度より開催、2001 年度までは小学生の部) 

年  度 優  勝 準 優 勝 第 3 位 

2001(H13)年(第 12 回) 鈴木 雄介(栄ｼﾞｭﾆｱ) 西野 雄城（ＫＴＣ） 
木都 老誠(ｻﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ TC) 
金子 ちひろ(栄ｼﾞｭﾆｱ) 

2002(H14)年(第 13 回) 鈴木 雄介(栄ｼﾞｭﾆｱ) 和気 俊(栄ｼﾞｭﾆｱ) 
椿 史帆(栄ｼﾞｭﾆｱ) 
川本 将大(栄ｼﾞｭﾆｱ) 

2003(H15)年(第 14 回) 嵒瀬 拓磨(在住) 鈴木 杏奈(ｻﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ TC) 
鈴木 里奈(ｻﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ TC) 
谷 祥実(ｻﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ) 

2004(H16)年(第 15 回) 斉藤 洸太郎(ラック TG) 高橋 友輝(ｾｻﾐ大船) 
西原 大翔(ｻﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ TC) 
川本 晃久(ラック TG) 

2005(H17)年(第 16 回) 斉藤 駿(ラック TG) 川本 晃久(ラック TG) 
田中 優作(ﾌﾚｯｸｽ) 
浅野 涼太(ラック TG) 

2006(H18)年(第 17 回) 野田 拓実 (在住) 松坂 和樹 (ラック TG) 
滝口 涼美 (ｻﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ TC) 
村田 祐紀子(ラック TG) 

2007(H19)年(第 18 回) 川嶋 真樹 (ラック TG) 榎本 光希 (ラック TG) 
富永 真衣 (ラック TG) 
岩本 亜樹 (本郷台 TD) 

2008(H20)年(第 19 回) 市瀬 知輝（ラック TG） 伴 康太郎（ラック TG） 
市瀬 和奈（ラック TG） 
北岡 育之（ラック TG） 

2009(H21)年(第 20 回) 安藤 恵利子(在住) 村田 真理子（ラック TG） 武藤 輝（ラック TG） 

2010(H22)年(第 21 回) 高崎 隆作(ラック TG) 大久保 雪花(ラック TG) 村田 香菜子(ラック TG) 

2011(H23)年(第 22 回) 西村 捷(ラック TG) 安藤 大地(ラック TG) － 

2012(H24)年(第 23 回) 谷垣 凜(ラック TG) 鈴木 聡太(ラック TG） － 

2013(H25)年(第 24 回) 片山 一生（ラック TG） 剱物 蒼太（ラック TG） 中澤 陸（ラック TG） 

2014(H26)年(第 25 回) 丸山 麗菜（ラック TG） 角田 雄琉（ラック TG） 鈴木 智士（庄戸小） 

2015(H27)年(第 26 回) 原田 祐（小菅ヶ谷小） 
山本 来人 
（上郷小･ラックＴＧ） 

剱物 若菜（ラック TG） 

2016(H28)年(第 27 回) 山根 璃久（笠間小） 原田 朗（小菅ヶ谷小） 
小野 正悟 
（グリーンテラスＴ同） 

 
 
小学低学年（2002 年度より開催） 

年  度 優  勝 準 優 勝 第 3 位 

2002(H14)年(第 13 回) 山本晴二郎(ｻﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ TC) 鈴木 杏奈(ｻﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ TC) 
川本 晃久(栄ｼﾞｭﾆｱ) 
後藤 京佑(栄ｼﾞｭﾆｱ) 

2003(H15)年(第 14 回) 山本晴二郎(ｻﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ TC) 亀井 翔太(栄ｼﾞｭﾆｱ) 
浅野 涼太(栄ｼﾞｭﾆｱ) 
二見 康亮（KTC） 

2004(H16)年(第 15 回) 佃 ちはる(ラック TG) 嶋崎 成泰（KTC） 
二見 康亮（KTC） 
米山 拓真 

2005(H17)年(第 16 回) 石川 和輝(在住) 市瀬 和奈(ラック TG) 
木内 ゆりあ(ラック TG) 
安田 望(ｻﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ TC) 

2006(H18)年(第 17 回) 榎本 光希(ラック TG) 富永 真衣 (KTC) 
安藤 恵利子(ラック TG) 
市瀬 和奈 (ラック TG) 

2007(H19)年(第 18 回) 安藤 恵利子(ラック TG) 野村 麟 (ラック TG) 
神崎 南 (ラック TG) 
戸田 純実 (ラック TG) 

2008(H20)年(第 19 回) 野村 優斗（ラック TG） 村田 香奈子（ラック TG） 
柳原 駿（ラック TG） 
濱田 義弘（ラック TG） 

2009(H21)年(第 20 回) 北岡 志之（ラック TG） 柳原 駿（ラック TG） 小林 美早紀（ラック TG） 

2010(H22)年(第 21 回) 小林 宗也 (ラック TG) 谷垣 凜 (ラック TG) 加藤 健太郎(ラック TG) 

2011(H23)年(第 22 回) 小林 宗也 (ラック TG) 伯耆 優介(ラック TG) 谷垣 凜 (ラック TG) 

2012(H24)年(第 23 回) 伯耆 優介(ラック TG) 片山 一生（本郷台小） 剱物 蒼太（本郷台 T 同） 

2013(H25)年(第 24 回) 宮 亜美（チームＳ） 原田 祐（在住） 山本 来人（在住） 

2014(H26)年(第 25 回) 宮内 汐夏（ラック TG） 原田 朗（小菅ヶ谷小） 入枝 重斗（ラック TG） 

2015(H27)年(第 26 回) 原田 朗（小菅ヶ谷小） 入枝 重斗（ラック TG） 
西 大地 
（桜井小・ラック TG） 

2016(H28)年(第 27 回) 入枝 重斗（ラック TG） 松本 論宇（ラック TG） 山本 祐人（ラック TG） 
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一般男子（2006 年度より開催） 

年  度 優  勝 準 優 勝 第 3 位 

2006(H18)年(第 17 回) 高木 和磨 (ラック TG) 中川 宏司 (ﾌﾚｯｸｽ横浜) 
南雲 宏之 (本郷台 T 同) 
高座 幸彦 (ﾌﾚｯｸｽ横浜)  

2007(H19)年(第 18 回) 清水 博 （ＫＴＣ） 河野 潤司（ＫＴＣ） 
吉武 耕一郎(ラック TG) 
高座 幸彦 (ﾌﾚｯｸｽ横浜) 

2008(H20)年(第 19 回) 市瀬 祐輝(ラック TG) 清水 博（ＫＴＣ） 飯島 健蔵(ｻﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ TC)  

2009(H21)年(第 20 回) 市瀬 祐輝(ラック TG) 澤田 琢哉(在住) 
伊藤 誠(在住) 
飯島 健蔵(ｻﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ TC) 

2010(H22)年(第 21 回) 市瀬 祐輝(ラック TG) 林 優吾(ラック TG) 澤田 琢哉(在住) 

2011(H23)年(第 22 回) 川本 晃久(ラック TG) 原田 心(在住) 澤田 琢哉(在住) 

2012(H24)年(第 23 回) 市瀬 祐輝(ラック TG) 土屋 隆浩（在勤） 綱川 健一朗（ﾌﾚｯｸｽ横浜） 

2013(H25)年(第 24 回) 市瀬 祐輝(ラック TG) 北岡 育之(ラック TG) 阿部 祐士（在勤） 

2014(H26)年(第 25 回) 秋山 和希（ラック TG） 澤田 琢哉(在住) 阿部 祐士（在勤） 

2015(H27)年(第 26 回) 阿部 祐士（セサミ大船） 國吉 俊哲(在勤) 丸山 琢磨（本郷台Ｔ同） 

2016(H28)年(第 27 回) 市瀬 知輝(ラック TG) 安藤 雄一(在住) 
湯浅 徹郎 
（湘南桂台ＴＣ） 

 
 
一般女子（2006 年度より開催） 

年  度 優  勝 準 優 勝 第 3 位 

2006(H18)年(第 17 回) 乙部 瑞代 (ラック TG) 富永 美香 (KTC) 
伴  玲子 (ラック TG) 
上村 ふみ (ｻﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ TC) 

2007(H19)年(第 18 回) 佐藤 恵 (ラック TG) 富永 美香 (KTC) 
伴  玲子 (ラック TG) 
西山 千晶 (在住) 

2008(H20)年(第 19 回) 太口 暢子(ラック TG) 平田 絵里(ﾌﾚｯｸｽ横浜) 金子 ちひろ(ラック TG)  

2009(H21)年(第 20 回) 谷 祥実(ｻﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ TC) 柴崎 美樹(ﾌﾚｯｸｽ横浜) 伊藤 恵子(在住) 

2010(H22)年(第 21 回) 谷 祥実(ｻﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ TC) 望月 昌美(ｻﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ TC) 山谷 美奈(ｻﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ TC) 

2011(H23)年(第 22 回) 中村 巴美(ラック TG) 眞田 尋美(在住) 光山 千愛(ラック TG) 

2012(H24)年(第 23 回) 市瀬 和奈(ラック TG) 伯耆 有里(在住) 松田美根子（ｻﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ TC） 

2013(H25)年(第 24 回) 鳥谷部 瞳（在勤） 原田 彩子（在住） 柳 文子（本郷台Ｔ同） 

2014(H26)年(第 25 回) 松田美根子（ｻﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ TC） 佐藤 純子(ｸﾞﾘｰﾝﾃﾗｽＴ同) 原田 彩子（ラック TG） 

2015(H27)年(第 26 回) 谷垣 凛（桂台中） 中澤 恵子(在勤) 松田美根子（ｻﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ TC） 

2016(H28)年(第 27 回) 原田 彩子（ラック TG） 岡崎 直美（ｻﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ TC） 屋代 涼子（ラック TG） 

 
 
 
ベテラン男子（2011年度より開催） 

年  度 優  勝 準 優 勝 第 3 位 

2011(H23)年(第 22 回) 宮入 信 (上郷 GHTC) 川上 裕臣(ｸﾞﾘｰﾝﾃﾗｽT同) 多久島 重宏(上郷 GHTC) 

2012(H24)年(第 23 回) 吉武 耕一郎（ラック TG） 安東 卓夫（ｻﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ TC） 佐藤 均（在勤） 

2013(H25)年(第 24 回) 西垣 省三（ラック TG） 江沢 洋（在住） 多久島 重宏(グループ K) 

2014(H26)年(第 25 回) 西垣 省三（ラック TG） 岡本 毅（ｻﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ TC） 佐藤 均（在勤） 

2015(H27)年(第 26 回) 安東 卓夫（ｻﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ TC） 石井 敏夫（在住） 多久島 重宏(グループ K) 

2016(H28)年(第 27 回) 西垣 省三（ラック TG） 高久 弘志(ｸﾞﾘｰﾝﾃﾗｽＴ同) 武井 裕治（在住） 
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ベテラン女子（2011年度より開催） 

年  度 優  勝 準 優 勝 第 3 位 

2011(H23)年(第 22 回) 古性 めぐみ（ラック TG） 武田 節子(ｻﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ TC) － 

2012(H24)年(第 23 回) 古性 めぐみ（ラック TG） 高松ひさ子(ｻﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ TC) － 

2013(H25)年(第 24 回) 古性 めぐみ（ラック TG） 谷 紀枝(ｻﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ TC) － 

2014(H26)年(第 25 回) （エントリー不足により不成立） 

2015(H27)年(第 26 回) （エントリー不足により不成立） 

2016(H28)年(第 27 回) （エントリー不足により不成立） 

 
 
 
 


