
日 時  ： 令和５年４月２日(日)　・　４月 ９日(日)
　　　　　　　　　　　　　　（予備日：４月３０日）

場 所  ： 各務原市スポーツ広場テニスコート(人工砂入りコート)

主 催 ・ 主 管  ： 各務原市テニス協会

運 営 担 当  ：  ＡＳＳＥМＢＬＹ

後 援  ： 各務原市教育委員会・各務原市スポーツ協会

協 賛  ： ダンロップマーケッティング ・ ナワスポーツ

第１３回
（令和５年度）

各務原市ベテランテニス選手権大会



大 会 会 長 伊藤　正博

大 会 委 員 長 幅 　　  薫

大 会 委 員 園田　　 修　　小島　国雄  　丹羽　幸生　

濱田　直幸

デ ィ レ ク タ ー 永縄　久仁

レ フ ェ リ ー 草薙　 　脩

ア シ ス タ ン ト
レ フ ェ リ ー

青木　　勉　　

運 営 委 員 長 松 波　孝 司

運 営 委 員 ＡＳＳＥМＢＬＹ   (ロービングアンパイア 兼)

永井　昭徳 毛利　正志 内藤　哲哉

足立　吉康 佐藤　聖司 仲村 千秋

鷲見　英子 村瀬　三恵 大野　博美

酒井　宏美

大会役員

運営委員



1    各種目とも1セットマッチ。 ６－６後７Ｐタイブレーク、ノーアドバンテージ方式にて行
う。なお、セットブレークルールを採用する。

2 試合前のウォーミングアップは、サービス4本のみとする。ただし、特別の指示がある場合
は除く。

3   試合中のケイレンの休息は出来ない。レフェリー判断に従うこと。
4 審判はセルフジャッジとする
5 試合終了後、勝者はジャッジペーパーにスコアを記入し、直ちに本部に届けること
6 （公財）日本テニス協会採用のテニスルールブック2023に準じて行います
7 服装規定の内(3-2-③)ロゴは適用しないが、不適切なウェアは着用できない。特に人物

等のプリント柄、大きな数字・日本語等の着用を自粛すること(レフェリー判断)

1  時間厳守。競技開始予定時刻(競技日程表参照)より、10分前迄にテニスのできる服
装に着替えて、本人が本部に出席を届けること。遅刻は棄権とみなす

2 使用ボールは、DUNLOP FORT（JTA公認球(２個)）。使用済みボールは敗者持ち帰
り

3 日程などの変更がある場合、次回戦の予定時刻・コート移動等に注意すること。本部
に連絡なくして会場を離れないこと

4 競技中選手に負傷などの事故があった場合、主催者において応急の手当てはします
がそれ以後の責任は負わない

5 補欠は認めない。棄権の場合でも参加料は返還しない
6 降雨等の事情により、大会の全日程が終了できない場合でも参加料は返還しない
7 試合の順番は、本部に掲示されたオーダーオブプレイに従います。指定されたコート

の前の試合が終了次第、直ちにコートに入り試合を開始すること

8 試合中は、当該選手・役員または特に許されたもの以外はコート内に入ることはできな
い。コート内の東屋での観戦を認めない。次試合待機選手は東屋で待機すること。但
し、競技役員の指示で観戦を認める時もある。

9
悪天候における当日の試合進行については各自直接試合会場にて確認すること。電
話等による問い合わせは一切受け付けない。延期等は、会場にてその旨掲示する。

10 本トーナメントはすべてのプレーヤーを公平に扱います。

大会連絡先： 草薙 脩　(  関市向山町2-3-15    ℡・090-4085-3532　)

*試合開催中は、現地会場本部

注意事項

第13回各務原市ベテランテニス選手権大会

競技方法



８：００　 １Ｒ

９：００ 　２Ｒ

８：００　 １Ｒ 　８：１０　 １Ｒ

８：３０ 　２Ｒ 　８：３０ 　２Ｒ

８：００　 １Ｒ 　８：１０　 １Ｒ

８：３０ 　２Ｒ 　８：３０ 　２Ｒ

１０：００　 １Ｒ 　８：１０　 １Ｒ

１１：３０ 　２Ｒ 　９：３０ 　２Ｒ

１０：００　 １Ｒ 　９：３０　 １Ｒ

１２：００ 　２Ｒ １１：３０ 　２Ｒ

　９：３０ 　１Ｒ

１１：３０　ＳＦ

１２：３０　 １Ｒ １０：００　 １Ｒ

１４：００ 　２Ｒ １２：００ 　２Ｒ

１２：３０　 １Ｒ １０：００　 １Ｒ

１４：００ 　２Ｒ １２：００ 　２Ｒ

１２：３０　 １Ｒ １０：００　 １Ｒ

１４：００ 　２Ｒ １２：００ 　２Ｒ

１２：００　 １Ｒ 　９：３０　 １Ｒ

１４：００ 　２Ｒ １０：３０ 　２Ｒ

試合日程： ４月　２日(日)　 シングルス （雨天予備日は4/30）

４月　９日(日)　 ダブルス　   (雨天予備日は4/30)

４月３０日(日)　 雨天予備日

注）エントリーは上記時間の10分までに完了のこと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第13回各務原市ベテランテニス選手権大会・日程

会場　各務原市スポーツ広場テニスコート(人工芝入りコート)

―

男子 男子

令和5年4月2日(日) 令和5年4月9日(日)

70－D

45－S

50－S

55－S

60－S

45－D

50－D

60－D

65－S 65－D

―

８：１０

55－D

45－D

女子 女子

45－S

１２：３０

50－D

55－D

65－D

全種目Fまで 全種目Fまで

50－S

55－S

65－S

60－S 60－D

―



M45  S 　第13回各務原市ベテランテニス選手権大会
1R 2R QF SF F

M50  S 　第13回各務原市ベテランテニス選手権大会
1R 2R QF SF F

① 1 早川 知成 Chicken hearts

2 村上 直孝 フリー

3 藤井 寛達 ＮＯＶＡ

4 平下　知良 BREAK BACK

7 井上 裕文 Chicken hearts

8 緒方　研吾 ＵＬＴＣ

5 小島 崇広 P．S．Pa

6 大前　宣伸 ポニーTC

11 杉山　陽介 BREAK BACK

12 中屋　航 P．S．Pa

9 三石　雄一 BREAK BACK

10 服部 慶介 Chicken hearts

15 馬渕　規嘉 BREAK BACK

16 永田　裕 CANNON-BALL

13 馬場 裕之 ＷｉＭ岐阜

14 岡河 広晃 ＷｉＭ岐阜

① 　 1 大野　貴史 BREAK BACK

2 森光 信介 ＭＡＭＯクラブ

17 加藤　克美 ＵＬＴＣ

18 山本　新一 BREAK BACK

5 富田　克義 ＵＬＴＣ

④ 6 酒井 正浩 ハローズＳ

3 吉原　勇志 岐南TC

4 加藤　雅美 CANNON-BALL

7 松井　秀司 川崎重工業

8 長谷川秀一 P．S．Pa

11 大村　英治 ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞﾗｯｸ

12 石崎　康晴 CANNON-BALL

9 児玉　正宏 BREAK BACK

10 加藤 純大 ＷｉＭ岐阜

13 内藤 哲哉 ASSEMBLY

14 海野　大 ＵＬＴＣ

17 川合　好胤 CANNON-BALL

18 高木　竜一 フリー

③ 15 林　峰佳 BREAK BACK

16 浜田　直幸 川崎重工業

19 尾関　宅 各務原ﾌﾚｯｼｭTC

② 20 古田 清浩 Chicken hearts



M55  S 　第13回各務原市ベテランテニス選手権大会
1R 2R QF SF F

M60  S 　第13回各務原市ベテランテニス選手権大会
1R 2R SF F

M65  S 　第13回各務原市ベテランテニス選手権大会
1R 2R SF F

3 坂　保 ＷｉＭ岐阜

4 渡邊　新仁 BREAK BACK

① 1 河野　誠 BREAK BACK

2 春日井正美 P．S．Pa

7 飯沼 敬司 P．S．Pa

8 足立 吉康 ASSEMBLY

5 坂田 浩司 ハローズＳ

③ 6 石田 豊文 ＷｉＭ岐阜

11 澤村 隆重 川島TC

12 小鹿 卓宏 P．S．Pa

9 大和田秀博 フリー

10 鹿村　竜之 BREAK BACK

13 青木　勉 ASSEMBLY

14 大洞　忠芳 BREAK BACK

17 梅谷 公一 Chicken hearts

18 中根慎一郎 BREAK BACK

15 渡辺 哲也 ＮＯＶＡ

④ 16 加藤 和浩 ＷｉＭ岐阜

② 21 大西　弘一 BREAK BACK

① 1 石田　功二 ポニーTC

19 甲野 雅也 P．S．Pa

20 水野 英吾 ＷｉＭ岐阜

4 西田　典弘 岐南TC

5 森　智加臣 BREAK BACK

2 竹屋　健二 CANNON-BALL

3 柴山 泰之 ＷｉＭ岐阜

8 小出　泰夫 ポニーTC

9 左高　篤史 ＵＬＴＣ

6 松波 孝司 ASSEMBLY

7 福澤　秀樹 BREAK BACK

① 1 毛利 正志 ASSEMBLY

2 横井 末美 ﾎﾜｲﾄｳｯﾄﾞTC

10 永縄 久仁 ASSEMBLY

11 橋本　啓二 ポニーTC

5 伊藤　清 岐南TC

6 中村　光治 ポニーTC

3 高畑　保夫 ＵＬＴＣ

4 大野　晴彦 BREAK BACK

9 草薙　脩 ASSEMBLY

10 篠田　泰生 なかよしテニス

7 日比野達郎 松原庭球倶楽部

8 加藤 正博 ﾎﾜｲﾄｳｯﾄﾞTC

② 11 市川　正美 松原庭球倶楽部



F45  S 　第13回各務原市ベテランテニス選手権大会
1R SF F

F50  S 　第13回各務原市ベテランテニス選手権大会
1R SF F

F55  S 　第13回各務原市ベテランテニス選手権大会
1R SF F

F60  S 　第13回各務原市ベテランテニス選手権大会
1R F F

2 林　智子 ＷｉＭ岐阜

3 緒方　典子 ＵＬＴＣ

1 森光 華澄 ＭＡＭＯクラブ

1 波多野百恵 BREAK BACK

2 皆川 陽子 FORTE

4 高木真己子 フリー

5 奥野　陽子 FORTE

5 森島　美紀 BREAK BACK

6 雑賀美奈子 ＷｉＭ岐阜

3 小野　晶代 BREAK BACK

4 大野 博美 ASSEMBLY

2 片山　直子 フリー

3 村瀬 伸子 ＮＯＶＡ

7 速水　陽子 BREAK BACK

① 1 酒井 宏美 ASSEMBLY

① 1 石田　順子 ポニーTC

2 稲葉　玲子 ＮＯＶＡ

4 中根　智子 BREAK BACK

5 川邉恵美子 ポニーTC

5 高木　映子 FORTE

6 仲村 千秋 ASSEMBLY

3 木野　孝子 BREAK BACK

4 加藤　朝子 ＭＡＭＯクラブ

7 松浦 圭子 ＭＡＭＯクラブ

8 永田　玲子 BREAK BACK



M45 D 　第13回各務原市ベテランテニス選手権大会

１R ２R SF F
古田　知史 ポニーTC
大前　宣伸 ポニーTC
飯島伸一郎 ＮＯＶＡ
高木 文明 ＮＯＶＡ
加藤　克美 ＵＬＴＣ
関谷　光弘 ＵＬＴＣ
早川 知成 Chicken hearts
杉野 正樹 Chicken hearts
中屋　航 P．S．Pa

大西菊之祐 フリー
薮田　貴志 ＷｉＭ岐阜
平下　知良 BREAK BACK
大村 英治 ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞﾗｯｸ
小島 崇広 P．S．Pa
園城　和志 ポニーTC
幸田　善博 ポニーTC
服部 慶介 Chicken hearts
井上 裕文 Chicken hearts
小島　伸介 P．S．Pa
三石　雄一 BREAK BACK
村上 直孝 フリー
尾関 宣彦 フリー
緒方　研吾 ＵＬＴＣ
富田　克義 ＵＬＴＣ
山田　健二 川崎重工業
兼松　孝史 ポニーTC

M50 D 　第13回各務原市ベテランテニス選手権大会
１R ２R SF F

丹羽 幸生 ＭＡＭＯクラブ
柴田 善弘 P．S．Pa
岩田　啓弘 ＵＬＴＣ
山田　英樹 ＵＬＴＣ
川合　好胤 CANNON-BALL
今尾　泰之 CANNON-BALL
浜田　直幸 川崎重工業
宮本　政一 川崎重工業
渡邊　新仁 BREAK BACK
江端　邦明 BREAK BACK
青木　勉 ASSEMBLY
内藤 哲哉 ASSEMBLY
古田 清浩 Chicken hearts
大平 啓二 Chicken hearts
大野　貴史 BREAK BACK
遠藤　裕次 BREAK BACK
平田　壮志 ＵＬＴＣ
布施　圭一 ＵＬＴＣ
森光 信介 ＭＡＭＯクラブ
重松　敦 ＭＡＭＯクラブ
林　靖彦 BREAK BACK

児玉　正宏 BREAK BACK

4

5

6

① 1

2

3

10

11

12

7

8

9

3

4

5

② 13

① 1

2

9

10

11

6

7

8



M55 D 　第13回各務原市ベテランテニス選手権大会
１R ２R SF F

河野　誠 BREAK BACK
森　裕昭 BREAK BACK
服部 真之 各務原ﾌﾚｯｼｭTC
真嶋　康 各務原ﾌﾚｯｼｭTC
飯沼 敬司 P．S．Pa
小鹿 卓宏 P．S．Pa
福澤　秀樹 BREAK BACK
大洞　忠芳 BREAK BACK
小島　恭二 FORTE
大竹　泰禎 FORTE
小椋 清治 P．S．Pa
渡辺 浩二 FORTE
小島 国雄 川島TC
澤村 隆重 川島TC
奥村 敏行 P．S．Pa
浅井 宏忠 P．S．Pa
中根慎一郎 BREAK BACK
鹿村　竜之 BREAK BACK
杉山 泰昭 P．S．Pa
河合 敏明 P．S．Pa
石田　豊文 ＷｉＭ岐阜
小出　泰夫 ポニーTC

M60 D 　第13回各務原市ベテランテニス選手権大会
１R ２R SF F

大野　晴彦 BREAK BACK
西川　亮 BREAK BACK

小島　和則 なかよしテニス
山内　淳 なかよしテニス
山下 貴信 各務原ﾌﾚｯｼｭTC
西部 説益 各務原ﾌﾚｯｼｭTC
木村　剛士 松原庭球倶楽部
渡辺　信行 松原庭球倶楽部
塚原 欣也 ＷｉＭ岐阜
柴山 泰之 ＷｉＭ岐阜
松波 孝司 ASSEMBLY
永縄 久仁 ASSEMBLY
三辻　修 BREAK BACK

西田　典弘 岐南TC
左高　篤史 ＵＬＴＣ
丹羽　雅之 ＵＬＴＣ
橋本　啓二 ポニーTC
里　浩則 ポニーTC

4

5

6

① 1

2

3

10

② 11

① 1

7

8

9

5

6

7

2

3

4

8

9



M65 D 　第13回各務原市ベテランテニス選手権大会
１R SF F

酒井　均 岐南TC
早川　典夫 岐南TC
平田　正一 なかよしテニス
篠田　泰生 なかよしテニス
広瀬 真輔 ＮＯＶＡ
石川 治彦 ＮＯＶＡ
小島　好治 川島TC
岡　利行 川島TC
草薙　脩 ASSEMBLY
毛利 正志 ASSEMBLY

M70 D 　第13回各務原市ベテランテニス選手権大会
１R SF F

伴　茂夫 松原庭球倶楽部
水谷　賢二 松原庭球倶楽部
高畑　保夫 ＵＬＴＣ
永井　煕 ＵＬＴＣ

溝口謙一郎 ﾎﾜｲﾄｳｯﾄﾞTC
横井 末美 ﾎﾜｲﾄｳｯﾄﾞTC
川井　康司 松原庭球倶楽部
井野　寛紀 松原庭球倶楽部
浅野 研司 各務原ﾌﾚｯｼｭTC
安並　裕 各務原ﾌﾚｯｼｭTC

前田正太郎 松原庭球倶楽部
中島　三清 松原庭球倶楽部

2

3

4

① 1

2

3

4

5

① 1

5

6



F45 D 　第13回各務原市ベテランテニス選手権大会
１R SF F

中嶋美佐子 ＷｉＭ岐阜
木本　雪子 BREAK BACK
長尾　智子 ＵＬＴＣ
末永しのぶ ＵＬＴＣ
加藤 朝子 ＭＡＭＯクラブ
森光 華澄 ＭＡＭＯクラブ
渡辺　明恵 ハローズＳ
高木真己子 フリー
江藤　晴美 P．S．Pa
野口　純子 BREAK BACK
緒方　典子 ＵＬＴＣ
栗本　美紀 ＵＬＴＣ
岸　恵子 FORTE

松川　紀子 FORTE

F50 D 　第13回各務原市ベテランテニス選手権大会
１R SF F

山下 輝江 Chicken hearts
皆川 陽子 FORTE
酒井 宏美 ASSEMBLY
大野 博美 ASSEMBLY
清水　早苗 BREAK BACK
森島　美紀 BREAK BACK
西脇佐和子 ハローズＳ
山本 育子 BREAK BACK
赤星 広美 ＷｉＭ岐阜
平田ルリ子 ＷｉＭ岐阜

F55 D 　第13回各務原市ベテランテニス選手権大会
１R SF F

梶田　恵 ＷｉＭ岐阜
石田 春美 ＷｉＭ岐阜
片山　直子 フリー
伊藤　季子 フリー
田口さつき フリー
坂田 康代 フリー
正野 美香 P．S．Pa
日置千津子 P．S．Pa
和田 洋美 ＷｉＭ岐阜
小路さおり ＷｉＭ岐阜
坂井 仁美 各務原ﾌﾚｯｼｭTC
佐古奈津美 各務原ﾌﾚｯｼｭTC
亀村 千穂 ＷｉＭ岐阜
佐橋 千秋 ＷｉＭ岐阜

2

3

4

① 1
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F60 D 　第13回各務原市ベテランテニス選手権大会
１R ２R SF F

中島　恵子 BREAK BACK
竹内　文恵 松原庭球倶楽部
川田美恵子 なかよしテニス
桜井　淑子 なかよしテニス
大山　琴子 ポニーTC
田口美智子 ポニーTC
兼松こずえ ＷｉＭ岐阜
岩本 裕子 ＷｉＭ岐阜
山田恵美子 ＮＯＶＡ
河村 圭子 ＮＯＶＡ
州浜ひとみ 川島TC
小島 春美 川島TC
仲村 千秋 ASSEMBLY
鷲見 英子 ASSEMBLY
名和 恭子 ＷｉＭ岐阜
木野 孝子 BREAK BACK
大江 繁美 ＭＡＭＯクラブ
松浦 圭子 ＭＡＭＯクラブ
林　智美 ＷｉＭ岐阜

石田　順子 ポニーTC

F65 D 　第13回各務原市ベテランテニス選手権大会
1R F

水谷　淳子 なかよしテニス
篠田　康子 なかよしテニス
唐沢 恵美 ﾎﾜｲﾄｳｯﾄﾞTC
立石千恵子 ﾎﾜｲﾄｳｯﾄﾞTC
奥村　圭子 なかよしテニス
小島　可江 なかよしテニス
稲葉 玲子 ＮＯＶＡ
山口 良子 ＮＯＶＡ
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男子45歳以上 シングルス 男子45歳以上 ダブルス
第1回(平成23年度) 河野　誠 第1回(平成23年度) 八竹孝幸・福田　譲
第2回(平成24年度) 小山内寛敏 第2回(平成24年度) 八竹孝幸・福田　譲
第3回(平成25年度) 小山内寛敏 第3回(平成25年度) 小島恭二・渡辺浩二
第4回(平成26年度) 小鹿卓宏 第4回(平成26年度) 小島恭二・渡辺浩二
第5回(平成27年度) 丹羽幸生 第5回(平成27年度) 丹羽幸生・柴田善弘
第6回(平成28年度) 丹羽幸生 第6回(平成28年度) 丹羽幸生・柴田善弘
第7回(平成29年度) 丹羽幸生 第7回(平成29年度) 丹羽幸生・柴田善弘
第8回(平成30年度) 中野浩平 第8回(平成30年度) 丹羽幸生・柴田善弘
第9回(令和元年度) 加藤真希夫 第9回(令和元年度) 加藤真希夫・加藤久志
第10回(令和2年度) 山本新一 第10回(令和2年度) 山田健二・兼松孝史
第11回(令和3年度) 古田 知史 第11回(令和3年度) 浜田直幸・宮本政一
第12回(令和4年度) 早川 知成 第12回(令和4年度) 早川知成・三石 雄一

男子50歳以上 シングルス 男子50歳以上 ダブルス
第1回(平成23年度) 崎原泰弘 第1回(平成23年度) 奥富秀男・崎原泰弘
第2回(平成24年度) 岡田啓一 第2回(平成24年度) 　　　
第3回(平成25年度) 岡田啓一 第3回(平成25年度) 崎原泰弘・島　雅一
第4回(平成26年度) 岡田啓一 第4回(平成26年度) 岡田啓一・里　浩則
第5回(平成27年度) 岡田啓一 第5回(平成27年度) 岡田啓一・里　浩則
第6回(平成28年度) 岡田啓一 第6回(平成28年度) 立木英俊・河野　誠
第7回(平成29年度) 大西弘一 第7回(平成29年度) 立木英俊・森　裕昭
第8回(平成30年度) 河野　誠 第8回(平成30年度) 立木英俊・河野　誠
第9回(令和元年度) 加藤和浩 第9回(令和元年度) 大西弘一・加藤和浩
第10回(令和2年度) 大和田秀博 第10回(令和2年度) 奥村敏行・渡辺浩二
第11回(令和3年度) 梅田浩二 第11回(令和3年度) 柴田善弘・丹羽幸生
第12回(令和4年度) 大野貴史 第12回(令和4年度) 柴田善弘・丹羽幸生

男子55歳以上 シングルス 男子55歳以上 ダブルス
第1回(平成23年度) 中川正信 第1回(平成23年度) 草薙　脩・毛利正志
第2回(平成24年度) 毛利正志 第2回(平成24年度) 中川正信・櫛橋泰典
第3回(平成25年度) 渡辺淳司 第3回(平成25年度) 坂井田実・櫛橋泰典
第4回(平成26年度) 毛利正志 第4回(平成26年度) 加藤正博・横井末美
第5回(平成27年度) 三池幸雄 第5回(平成27年度) 鳥本秋夫・名和光隆
第6回(平成28年度) 柴山泰之 第6回(平成28年度) 島　雅一・崎原泰弘
第7回(平成29年度) 岡田啓一 第7回(平成29年度) 毛利正志・中村泰尚
第8回(平成30年度) 岡田啓一 第8回(平成30年度) 渡部和郎・白木完治
第9回(令和元年度) 岡田啓一 第9回(令和元年度) 立木英俊・河野　誠
第10回(令和2年度) 岡田啓一 第10回(令和2年度) 立木英俊・河野　誠
第11回(令和3年度) 河野　誠 第11回(令和3年度) 橋本啓二・福田　譲
第12回(令和4年度) 河野　誠 第12回(令和4年度) 立木英俊・河野　誠

男子60歳以上 シングルス 男子60歳以上 ダブルス
第1回(平成23年度) 　　　 第1回(平成23年度) 　　　
第2回(平成24年度) 　　　 第2回(平成24年度) 市川正美・川井康司
第3回(平成25年度) 草薙　脩 第3回(平成25年度) 川井康司・御田村正行
第4回(平成26年度) 草薙　脩 第4回(平成26年度) 水野庄作・草薙　脩
第5回(平成27年度) 草薙　脩 第5回(平成27年度) 水野庄作・草薙　脩
第6回(平成28年度) 日比野達郎 第6回(平成28年度) 水野庄作・草薙　脩
第7回(平成29年度) 毛利正志 第7回(平成29年度) 水野庄作・草薙　脩
第8回(平成30年度) 毛利正志 第8回(平成30年度) 鳥本秋夫・名和光隆
第9回(令和元年度) 毛利正志 第9回(令和元年度) 鳥本秋夫・名和光隆
第10回(令和2年度) 毛利正志 第10回(令和2年度) 鳥本秋夫・名和光隆
第11回(令和3年度) 加藤正博 第11回(令和3年度) 鳥本秋夫・名和光隆
第12回(令和4年度) 岡田啓一 第12回(令和4年度) 大野 晴彦・西川　亮

男子65歳以上 シングルス 男子65歳以上 ダブルス
第1回(平成23年度) 　　　 第1回(平成23年度) 　　　
第2回(平成24年度) 　　　 第2回(平成24年度) 　　　
第3回(平成25年度) 　　　 第3回(平成25年度) 　　　
第4回(平成26年度) 　　　 第4回(平成26年度) 　　　
第5回(平成27年度) 　　　 第5回(平成27年度) 　　　
第6回(平成28年度) 　　　 第6回(平成28年度) 　　　
第7回(平成29年度) 　　　 第7回(平成29年度) 　　　
第8回(平成30年度) 草薙　脩 第8回(平成30年度) 　　　
第9回(令和元年度) 市川正美 第9回(令和元年度) 川井康司・日比野達郎
第10回(令和2年度) 市川正美 第10回(令和2年度) 川井康司・日比野達郎
第11回(令和3年度) 毛利正志 第11回(令和3年度) 川井康司・日比野達郎
第12回(令和4年度) 毛利正志 第12回(令和4年度) 酒井　均・早川 典夫

男子70歳以上 ダブルス
第12回(令和4年度) 伴　茂夫・水谷 賢二

歴 代 優 勝 者　　( 男子 )



女子40歳以上 シングルス 女子40歳以上 ダブルス
第1回(平成23年度) 加藤千鶴 第1回(平成23年度) 石田春美・清水桂子
第2回(平成24年度) 加藤千鶴 第2回(平成24年度) 山本育子・平井久美子
第3回(平成25年度) 疋田慶子 第3回(平成25年度) 山下輝江・河村淑江
第4回(平成26年度) 疋田慶子 第4回(平成26年度) 山本育子・平井久美子
第5回(平成27年度) 高木真己子 第5回(平成27年度) 山本育子・平井久美子
第6回(平成28年度) 松村美智子 第6回(平成28年度) 丹羽美智子・倉知尚代
第7回(平成29年度) 大野博美 第7回(平成29年度) 丹羽美智子・倉知尚代
第8回(平成30年度) 小野晶代 第8回(平成30年度) 岸　恵子・松川紀子
第9回(令和元年度) 大野博美 第9回(令和元年度) 高木真己子 ・ 稗田智晶
第10回(令和2年度) 　　　 第10回(令和2年度) 岸　恵子・松川紀子
第11回(令和3年度) 　　　 第11回(令和3年度) 奥野陽子・目黒かおり
第12回(令和4年度) 　　　 第12回(令和4年度) 奥野陽子・目黒かおり

女子45歳以上 シングルス 女子45歳以上 ダブルス
第1回(平成23年度) 　　　 第1回(平成23年度) 　　　
第2回(平成24年度) 　　　 第2回(平成24年度) 　　　
第3回(平成25年度) 日下香緒里 第3回(平成25年度) 石田順子・八竹由美子
第4回(平成26年度) 加藤千鶴 第4回(平成26年度) 酒井里佳・松村美智子
第5回(平成27年度) 疋田慶子 第5回(平成27年度) 小路さおり・和田洋美
第6回(平成28年度) 　　　 第6回(平成28年度) 梶田　恵・小野由佳
第7回(平成29年度) 梶田　恵 第7回(平成29年度) 梶田　恵・小野由佳
第8回(平成30年度) 松村美智子 第8回(平成30年度) 青黄ゆき子・宮本めぐみ
第9回(令和元年度) 横山京子 第9回(令和元年度) 青黄ゆき子・宮本めぐみ
第10回(令和2年度) 横山京子 第10回(令和2年度) 西脇佐和子・山本育子
第11回(令和3年度) 山下輝江 第11回(令和3年度) 木本雪子・中嶋美佐子
第12回(令和4年度) 所　千夏 第12回(令和4年度) 木本雪子・中嶋美佐子

女子50歳以上 シングルス 女子50歳以上 ダブルス
第1回(平成23年度) 永田玲子 第1回(平成23年度) 中島恵子・毛利京子
第2回(平成24年度) 藤井敦子 第2回(平成24年度) 藤井敦子・野々垣しのぶ
第3回(平成25年度) 永田玲子 第3回(平成25年度) 藤井敦子・野々垣しのぶ
第4回(平成26年度) 石田春美 第4回(平成26年度) 藤井敦子・神戸敦子
第5回(平成27年度) 藤井敦子 第5回(平成27年度) 浅野しのぶ・石田春美
第6回(平成28年度) 石田春美 第6回(平成28年度) 浅野しのぶ・石田春美
第7回(平成29年度) 　　　 第7回(平成29年度) 白岩美幸・田村裕子
第8回(平成30年度) 小島春美 第8回(平成30年度) 白岩美幸・田村裕子
第9回(令和元年度) 松村美智子 第9回(令和元年度) 倉知尚代・田村裕子
第10回(令和2年度) 　　　 第10回(令和2年度) 林　智美・和田洋美
第11回(令和3年度) 尾宅友紀 第11回(令和3年度) 小路さおり・浅井敦子
第12回(令和4年度) 山下輝江 第12回(令和4年度) 小路さおり・平田ルリ子

女子55歳以上 シングルス 女子55歳以上 ダブルス
第1回(平成23年度) 　　　 第1回(平成23年度) 永田玲子・清水早苗
第2回(平成24年度) 　　　 第2回(平成24年度) 　　　
第3回(平成25年度) 　　　 第3回(平成25年度) 永田玲子・清水早苗
第4回(平成26年度) 　　　 第4回(平成26年度) 毛利京子・中月利枝子
第5回(平成27年度) 　　　 第5回(平成27年度) 毛利京子・崎原真紀
第6回(平成28年度) 　　　 第6回(平成28年度) 永田玲子・中野美和子
第7回(平成29年度) 石田春美 第7回(平成29年度) 上島美恵子・中島恵子
第8回(平成30年度) 石田春美 第8回(平成30年度) 三鴨　緑・藤井敦子
第9回(令和元年度) 竹内文恵 第9回(令和元年度) 梶田　恵・石田春美
第10回(令和2年度) 竹内文恵 第10回(令和2年度) 河村圭子・山田恵美子
第11回(令和3年度) 亀村千穂 第11回(令和3年度) 田中れい子・岩本裕子
第12回(令和4年度) 亀村千穂 第12回(令和4年度) 堂下千代子・羽土 久子

女子60歳以上 シングルス 女子60歳以上 ダブルス
第1回(平成23年度) 　　　 第1回(平成23年度) 　　　
第2回(平成24年度) 　　　 第2回(平成24年度) 　　　
第3回(平成25年度) 　　　 第3回(平成25年度) 　　　
第4回(平成26年度) 　　　 第4回(平成26年度) 　　　
第5回(平成27年度) 　　　 第5回(平成27年度) 　　　
第6回(平成28年度) 　　　 第6回(平成28年度) 　　　
第7回(平成29年度) 　　　 第7回(平成29年度) 　　　
第8回(平成30年度) 　　　 第8回(平成30年度) 永田玲子・神谷真佐子
第9回(令和元年度) 　　　 第9回(令和元年度) 羅  房江・岩井よし子
第10回(令和2年度) 　　　 第10回(令和2年度) 中島恵子・竹内文恵
第11回(令和3年度) 竹内文恵 第11回(令和3年度) 中島恵子・竹内文恵
第12回(令和4年度) 石田順子 第12回(令和4年度) 中島恵子・竹内文恵

女子65歳以上 ダブルス
第12回(令和4年度) 羅  房江・井平 早百合

歴 代 優 勝 者　　( 女子 )


