歴代優勝・準優勝者
男子

女子

優勝
Ｓ 高 木
2018年

修

（近畿大学）

準優勝

太田 啓輔

（ロイヤルSCテニスクラブ）

優勝

小林ほの香（荏原SSC)

準優勝

牛島里咲（筑波大学）

前崎 直哉 （法政大学）

伊藤 澪央 （京王赤城アカデミー）

-

-

萬福健太郎 （法政大学）

石川 智浩

-

-

Ｄ
Ｓ 清水 一輝
2017年

太田 啓輔 （ＳＹＳテニスクラブ）

寺見かりん （テニスユニバース）

首藤 みなみ （スポーツクリエイト）

後藤翔太郎 （三重ＧＴＣ）

太田 啓輔 （ＳＹＳテニスクラブ）

吉冨 夢子 （山梨学院大学）

力石 優衣

（フジトミ）

石川 頌季 （テニスハウスｆａｎ）

清水 一輝 （グリーンテニスプラザ）

寺見かりん （テニスユニバース）

古川 鈴夏

（茨城県競技力向上対策本部）

福田 勝志 （ASIA PARTNERSHIP FUND）

首藤 みなみ （日本大学）

岩井 真優 （筑波大学）

和田 恵知 （新松戸山喜）

野原 鴻

寺見 かりん （山梨学院大学）

橘

斉藤 秀

高山 和也 （明治安田生命）

西里 夏子

（山梨学院大学）

渡邊 美雪 （日本大学）

Ｓ 中村 裕樹 （新松戸山喜）

豊野 潤也 （筑波大学）

古川 鈴夏

（筑波大学）

森崎 可南子 （筑波大学）

中村 裕樹 （新松戸山喜）

及川 生来 （日本大学）

古川 鈴夏

（筑波大学）

橘

和田 恵知 （新松戸山喜）

細田 凱

森崎 可南子 （筑波大学）

野田 凪葉 （日本大学）

増尾 健太郎（ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙｲﾝﾄﾞｱﾃﾆｽｽｸｰﾙ）

森崎 可南子 （ビックＫ）

宮原 実穂希（TEAM自由が丘）

井上 貴博 （たちかわｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ）

榊原 健一 （プロ・フリー）

前田 夢佳

（日本大学）

園田 彩乃 （日本大学）

小堺 遠馬 （亜細亜大学）

長船 雅喜 （パブリックテニス小倉）

米原 実令

（筑波大学）

橘

（高崎テニスクラブ）

小沢 槙穂 （CSJ）

Ｄ

（グリーンテニスプラザ）

Ｓ 長船 雅喜 （テニスユニバース）
2016年

2015年

Ｄ

Ｄ

（山喜）

Ｓ 長船 雅喜 （パブリックテニス小倉）
2014年

Ｄ

Ｓ 斉藤 秀
2013年

Ｄ

（荏原SSC）

2011年

Ｄ

牛島 里咲

（NTT東日本－東京）

森崎 可南子 （ビックＫ）

岡田 優里 （山梨学院大学）

武藤 哲哉 （YMCAテニススクール）

中村 秀貴 （フミヤエース市川TA）

杉本 友里 （ビックＫ）

尾崎 仁美 （山梨学院大学）

松田 隼十 （高崎テニスクラブ）

細沼 千紗 （ビックＫ）

助川 峰理 （ＪＩＴＣ）

綿貫 敬介 （ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾛﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ）

畑山 優也 （INABA.T.S）

入江 真子 （ﾊﾟｰﾑｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ）

森

松田 隼十 （高崎テニスクラブ）

道田 光

前原 まりあ （ﾊﾟｰﾑｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ）

江見 優生乃（ビックＫ）

（ＴＩ－Cube）

美咲 （ビックＫ）

Ｓ 綿貫 敬介 （ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾛﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ）

小堺 遠馬 （亜細亜大学）

伊藤 夕季 （ビックＫ）

加藤 ゆい （早稲田大学）

綿貫 敬介 （ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾛﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ）

小堺 遠馬 （亜細亜大学）

森

美咲 （ビックＫ）

鍋谷 昌栄 （上武大学）

近藤 アレクサンダー（ＪＩＴＣ）

宗像 裕樹 （ＬＩＶＥＲＡ）

細沼 千紗 （ビックＫ）

柳本 彩花 （上武大学）

Ｄ

Ｄ

小山 裕史 （ＴＴＣ）

伊藤 夕季 （ビックＫ）

糟屋 友里 （VIP・ＴＯＰグループ）

渡辺 輝史 （荏原ＳＳＣ）

小林 太郎 （協和発酵キリン）

原

由紀代（荏原ＳＳＣ）

祢宣 美里 （藤代高校）

斉藤 秀

松田 隼十 （法政大学）

梅田 さやか（テニスユニバース）

根本 奈々 （藤代高校）

（荏原SSC）

Ｄ

渡辺 輝史 （荏原ＳＳＣ）

糟屋 友里 （VIP・ＴＯＰグループ）

川崎 光美 （テニスユニバース）

小山 裕史 （ＴＴＣ）

星野 武蔵 （志津テニスクラブ）

糟屋 友里 （VIP・ＴＯＰグループ）

中村 彩乃 （日本大学）

廣田 耕作 （早稲田大学）

渡辺 輝史 （荏原ＳＳＣ）

宮坂 舞

藤井 菜緒 （ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾃﾆｽﾊｳｽ新所沢）

Ｄ

Ｄ

（庭球工房）

廣田 耕作 （龍谷高校）

小沢 槙穂 （エールプロジェクト）

石津 幸恵 （土浦日本大学高校）

神谷 慎

（明治大学）

松田 隼十 （法政大学）

松山 芳

小沢 槙穂 （エールプロジェクト）

金城 光

（明治大学）

笹井 正樹 （法政大学）

重藤 真知子（専修大学）

石塚 桃子 （専修大学）

（イカイ）

Ｓ 黎
2007年

梨子 （日本大学）

（ＴＩ－Cube）

Ｓ 喜多 文明 （フリー）
2008年

梨子 （日本大学）

高橋 優

Ｓ 綿貫 敬介 （ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾛﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ）
2009年

（日本大学）

梨子 （日本大学）

津島 巧

Ｓ 渡辺 輝史 （荏原ＳＳＣ）
2010年

（明治安田生命）

小畑 秀敏 （千葉県テニス協会個人会員）

Ｓ 綿貫 敬介 （ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾛﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ）
2012年

（美浜テニスガーデン）

明

（専修大学）

宮尾 祥慈 （旅ポケドットコム）

川村 美夏 （早稲田大学）

青山 修子 （早稲田大学）

山本 哲弘 （イカイ）

黎

（イカイ）

青山 修子 （早稲田大学）

小沢 槙穂 （相愛大学）

宮尾 祥慈 （旅ポケドットコム）

神谷 慎

（明治大学）

井上 明里 （早稲田大学）

斎藤 仁美 （ｴｰﾙﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｼﾞｭﾆｱ）

明

