
一般男子 男子35歳以上 男子45歳以上 男子55歳以上 一般女子

優勝 小林雅之 望月清光 星加均 丸山卯月 米澤隆雄 村山和男 太田美保子 代田美恵子

準優勝 荻原純男 小野幸夫 堀内嘉幸 宮下千浪 久保吉人 中島敏博 上条美枝子 尾又道子

3位 酒井信一 片倉和夫 西川和憲 代田美恵子 中島英文 倉科賢二 後藤久美子 相澤祐子

3位 岡澤昌廣 守屋正二 三村幸人 林美保 大田和宏 小松信一 渡辺幸子 佐藤美香

優勝 野村智弘 望月清光 森田義章 尾又綾香 宮尾正志 野村智弘 池上美鈴 上原秀子

準優勝 小林雅之 小野幸夫 山本英男 伊勢ミツ子 米沢隆雄 上條清和 増田由美子 二木千尋

3位 内山耕一 大沢幸雄 弓田行宣 山崎多恵子 小松信一 手塚太久 後藤久美子 今村鶴恵

3位 伊藤典安 守屋正二 星加均 宮下亜里子 鷹野豊 橋詰彰生 保科由紀子 中曽根美穂

優勝 雨天中止 田中一樹 小林孝典 保科由紀子 中曽根美穂

準優勝 野村智弘 桑原崇 上原秀子 池上美鈴

3位 谷川信二 八木弘雄 後藤久美子 今村鶴恵

3位 北沢恒 因幡宣徳 横野めぐみ 松岡真理子

優勝 谷川信二 堀善治 望月清光 丸山卯月 浅輪淳 谷川信二 丸山卯月 田屋二三江

準優勝 千場大輔 丸山俊哉 深沢亨 内藤良子 小林雅之 肥野竜也 吉崎鶴代 横野めぐみ

3位 岡澤昌廣 福沢久雄 小田川昇 池上美鈴 藤村崇 因幡宣徳 今井弘子 小松一美

3位 伊藤典安 三沢由光 守屋正二 金沢典子 小木克朗 小松浩康 堀田たか子 星河淑美

優勝 雨天中止 藤村崇 因幡宣徳 丸山卯月 真島美保

準優勝 谷川信二 小松浩康 古海マスミ 金沢典子

3位 中村淳 細谷欣也 今井弘子 小松一美

3位 上條清和 堀内政幸 横野めぐみ 奥原穂奈美

優勝 西村海 堀善治 望月清光 今井桃子 村山和男 谷川信二 片山芳子 和久めぐみ

準優勝 伊藤典安 横田善二 深沢亨 片山芳子 藤松崇 因幡宣徳 奥原穂奈美 池上美鈴

3位 谷川信二 三沢由光 山岸宏史 峰村葉月 太田知則 山岡慎一 堀田たか子 星河淑美

3位 太田知則 片倉和夫 小田川昇 田渕洋子 小林孝典 桑原崇 ⾧岡とし枝 宮原佐代子

優勝 太田知則 依田和衛 小田川昇 近藤麻美 今井弘子 太田知則 辻田弘美 辻田公康 臼井敬子 太田克孝 藤松崇 因幡宣徳 野村由紀子 浜はるみ

準優勝 宮澤賢二 守屋正二 太田克孝 宮原佐代子 堀江由理 水上武志 堤史子 堤隆介 福沢明子 浜勉 加藤裕永 田中智教 小松一美 今井弘子

3位 小松浩康 八木弘雄 深沢亨 寺島直子 細谷和美 細谷欣也 市川喜美子 市川三郎 中村千恵子 中村淳 堀内正幸 関口信一 横野めぐみ 金沢典子

3位 坂本秀明 水垣浩一 小野幸夫 片山芳子 野村智弘 青木利晃 上村和美 岡庭教子

優勝

準優勝

3位

3位

優勝 本田沙織 小松佳道 横沢清子 横沢泰男 臼井敬子 望月昭彦 野村智弘 大西顕 今井弘子 今井桃子

準優勝 宮澤恵美 山田裕直 福沢明子 片倉和夫 丸山紀子 宮坂守 因幡宣徳 藤松嵩 野村由紀子 尾又道子

3位 今井弘子 岡澤昌廣 堤史子 堤隆介 中村豊子 松戸幸雄 谷川信二 村山和男 木島みどり 浅野道子

3位 堀江由理 水上武志 久保田敏子 福沢久雄 中塚昌子 林勇 太田知則 山田裕直 石田わか子 吉田さよみ

優勝 山田裕直 水垣浩一 内山耕一 奥原朋恵 今井弘子 山田裕直 横沢清子 横沢泰男 丸山紀子 宮坂守 因幡宣徳 藤松嵩 柿崎優美 神林由希

準優勝 高橋浩二 中村淳 守屋正二 小島絢美 太田智美 太田知則 堤史子 堤隆介 松原章子 丸山昌宏 小松信一 貴志紘一 上村和美 岡庭教子

3位 太田知則 福沢久雄 小野幸夫 大前絵理 唐沢玲子 安田明広 福沢明子 片倉和夫 黒柳ユキ江 黒柳信幸 手塚俊一 宮下一郎 関口修子 宮原佐代子

3位 坂本英則 鈴木洋一 望月昭彦 岩井里加 堀川美子 関口信一 久保田敏子 福沢久雄 今井隼 丸山陽輔 二木千尋 轟慶恵

優勝 今井弘子 山田裕直 小野順子 小野保憲 柳川貴雄 藤松嵩 今井弘子 宮下亜里子

準優勝 宮下亜里子 内川直紀 津田君枝 浜勉 太田知則 山田裕直 窪田奈留美 太田三千代

3位 岩井里加 高嶋浩嘉 中村潤子 浅川富永 村山和男 青柳秀実 原山典子 堀川美子

3位 山田愛香 貴志紘一 小松信一 貴志紘一 上村和美 萬聖

優勝 横野めぐみ 太田知則 堤史子 堤隆介 太田知則 林裕直 今井弘子 宮下亜里子

準優勝 大前絵理 山田裕直 福沢明子 片倉和夫 伊藤光昭 伊藤慎悟 吉塚晶子 野村由紀子

⾧野県室内岡谷大会（ダブルス）⾧野県岡谷大会 ⾧野県岡谷テニス大会（ミックスダブルス）

雨天中止

雨天中止

災害にて中止
2006年

(平成18年)

2007年

2003年

(平成15年)

2004年

(平成16年)

2005年

(平成17年)

2000年

(平成12年)

2001年

(平成13年)

2002年

(平成14年)

1997年

(平成9年)

1998年

(平成10年)

1999年

(平成11年)

男子 女子

1995年

(平成7年)

ミックス一般 85ミックス 100ミックス 105歳以上



3位 今井弘子 小林学 林和子 福沢久雄 村山和男 青柳秀実 萬聖 犬飼奈々絵

3位 唐沢玲子 宮下英也 三井貞代 三井義文 小松信一 貴志紘一 上村和美 中島愛希

優勝 林裕直 木村喜宣 内山耕一 大浦敏孝 奥原明恵 奥原明恵 濱暁 庭山典子 庭山裕 村山和夫 青柳秀美 上村和美 吉塚晶子

準優勝 濱暁 後町正人 水垣浩一 守屋正二 大前絵理 宮下亜里子 林裕直 堤史子 堤隆介 増田雄一 木藤尚久 湯浅敦子 片桐艶子

3位 太田知則 瀧本英樹 小野幸夫 堀江由理 今井弘子 小林学 名取早苗 水垣浩一 太田知則 林裕直 高島里加 今井弘子

3位 大浦悠紀 畠山剛 深沢賢二 角田愛 富士美雪 永野欽次 米澤隆雄 太田孝裕 大前絵理 宮原佐代子

優勝 横野めぐみ 太田知則 福沢明子 片倉和夫 太田知則 林裕直 大前絵理 上原千佳

準優勝 上原千佳 林裕直 西澤明子 滝沢俊一 小松信一 貴志紘一 下田ゆかり 森下恭子

3位 今井弘子 小林学 北村さつき 大沢春男 木藤尚久 小林学 萬聖 今井弘子

3位 富士美雪 永野欽次 堤史子 堤隆介 小林篤史 大倉輝和 内川美和 牧羽雅子

優勝 石口雅人 木村喜宣 水垣浩一 内山浩一 後藤仲子 窪田奈留美 林裕直 堤史子 堤隆介 音喜田秀顕 伊藤壮太 大前絵理 上原千佳

準優勝 唐沢勇輝 後町正人 堀義治 帖佐修平 山岡翠 上原千佳 増田雄一 堀容子 堀義治 小松信一 貴志紘一 森下恭子 下田ゆかり

3位 林裕直 武村隆 小林和久 山岸宏史 荒井瞳 横野めぐみ 太田知則 三井貞代 三井義文 太田知則 林裕直 湯浅敦子 片桐艶子

3位 太田知則 中野高明 川上学 木村喜美子 伊藤綾子 手塚俊一 金原寿美子 帖佐修平 高島浩嘉 小林篤史 牧羽雅子 内川美和

優勝 熊谷祥和 木村喜宣 小野幸夫 堀江由理 渡辺彩 林裕直 辻田弘美 辻田公康 実施なし

準優勝 林裕直 松本健太郎 依田和衛 大前絵理 義家しのぶ 義家文成 三井貞代 三井義文

3位 義家文成 西村和浩 青山均 斎藤めぐみ 大前絵理 田中善和 堤史子 堤隆介

3位 太田知則 竹村剛昇 堀義治 吉池亜希 横野めぐみ 太田知則 福沢明子 片倉和夫

優勝 田中諒 松浦愛 倉沢茜 林裕直 富士美雪 永野佳次 太田知則 林裕直 倉沢茜 寺島さやか

準優勝 五味洸祐 平川彩 宮下亜里子 小林篤史 清水明美 降旗泰幸 野村智弘 清水純 宮下亜里子 北條真弓

3位 義家文成 寺島さやか 伊藤綾子 田中善和 堤史子 堤隆介 今井弘子 萬聖

3位 林裕直 倉沢茜 風張弘美 金田輝哉 三井貞代 三井義文 野村由紀子 上村和美

優勝 太田知則 木村喜宣 内山耕一 風張弘美 倉沢茜 田中諒 富士美雪 永野佳次

準優勝 林裕直 田畑義弘 小野幸夫 堀江由理 横野めぐみ 太田知則 小宮里美 内山耕一

3位 伊与田智仁 西村和浩 青山均 後藤仲子 今井弘子 小林学 堤史子 堤隆介

3位 熊谷祥和 正村康彦 滝沢俊一 藤森晶子 吉池亜希 村山広司 藤森三千代 赤羽三朗

優勝 柳原一也 木村喜宣 今井博一 内山耕一 寺島さやか 寺島さやか 林裕直 富士美雪 永野佳次 太田知則 林裕直 平川彩 寺島さやか

準優勝 市川真吾 瀧本英樹 青沼信二 小野幸夫 平川彩 今井弘子 小林雅之 堤史子 堤隆介 笹川康成 今井茂樹 唐沢玲子 櫛原ゆかり

3位 宮下一郎 田中一弘 堀江由理 松浦愛 北島拓朗 下平浩美 上松一成 筒井靖隆 小野直哉 斎藤めぐみ 守屋和江

3位 筒井靖隆 滝沢俊一 宮澤恵美 横野めぐみ 太田知則 小林明子 常磐井俊 今井博一 山崎千治

優勝 太田知則 千野敏夫 小野幸夫 寺島さやか 寺島さやか 土川純平 堤史子 戸田英利 田中善和 小野直哉 伊藤綾子 上原千佳

準優勝 筒井靖隆 後町正人 滝沢俊一 遠藤千春 横野めぐみ 太田知則 三井貞代 中垣内伸一 太田知則 林裕直 寺島さやか 平川彩

3位 大口貴之 山岸宏史 平川彩 今井弘子 小林雅之 廣瀬晃子 三井義文 大久保直弥 小澤智章

3位 野澤僚真 今井勲 後町仲子 松浦愛 北島拓朗 櫛原ゆかり 堀義治 仙道直樹 土屋俊介

優勝 土屋俊介 木村喜宣 小野幸夫 鶴田彩香里 ⾧島茜 田中諒 堤史子 谷川信二 田中善和 白鳥雅和 平川彩 西澤友璃

準優勝 臼井柊 青沼信二 今井勲 木村喜美子 寺島さやか 田中善和 伊藤綾子 手塚俊一 市川真吾 小野直哉 水落恵 石口真衣

3位 吉住聡司 松浦愛 北島拓朗 森下恭子 古田道章 今井博一 山崎千治

3位 原邦明 横野めぐみ 太田知則 三井貞代 中垣内伸一 横内光 ⾧田和也

優勝 大口貴之 木村喜宣 内山耕一 平川彩 松浦愛 北島拓朗 横野めぐみ 太田知則 今井弘子 三村功 太田知則 林裕直 平川彩 石口真衣

準優勝 今井友博 千野敏夫 依田和衛 岩崎綾乃 小林明日香 二木雅敏 木村喜美子 木村喜宣 高橋浩二 田中善和

3位 松崎聡 山田史恵 田中善和 森下恭子 古田道章

3位 原邦明 平川彩 今井晃徳 吉野由香 木藤尚久

優勝 太田一樹 石綿秀好 内山耕一 松浦愛 石口真衣 石口雅人 横野めぐみ 太田知則 太田知則 田中善和 上原千佳 岩崎綾乃

準優勝 依田哲郎 木村喜宣 今井博一 平出有香 高坂秀子 田中善和 窪田奈留美 因幡宣徳 大浦悠紀 平島健太 ⾧谷川朋美 平川彩

3位 今井友博 平川彩 上原千佳 今井友博 細谷和美 野田寿広

3位 伊藤健 山嵜さくら 山田史恵 林裕直 廣瀬晃子 轟祐

優勝 太田一樹 岩戸厚 内山耕一 上原千佳 平川彩 今井晃徳 谷口卯月 因幡宣徳 村松拓也 宮木颯斗 不成立

準優勝 土屋俊介 石綿秀好 太田元 平川彩 斎藤めぐみ 小野直哉 戸田ひとみ 中垣内伸一 筒井靖隆 小野直哉

3位 柳原一也 藤井隆男 小野幸夫 新井小夜子 岩崎綾乃 田中善和 横野めぐみ 太田知則

不成立

不成立

不成立

不成立

雨天中止

雨天中止

中止

不成立

2018年

(平成30年)

2019年

(平成31年)

(令和元年)

2015年

(平成27年)

2016年

(平成28年)

2017年

(平成29年)

2012年

(平成24年)

2013年

(平成25年)

2014年

(平成26年)

2009年

(平成21年)

2010年

(平成22年)

2011年

(平成23年)

(平成19年)

2008年

(平成20年)



3位 小林照英 安部日向子 野崎梨奈 河手歩夢 浦野裕美 降旗泰幸

優勝

準優勝

3位

3位

優勝

準優勝

3位

3位

2021年

(令和3年)

(令和元年)

2020年

(令和2年)


