
平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

一般男子

優勝 準優勝 三位 三位 参加数

平成21年 第40回 内山　直之 大石　敏男 上瀧　雅己 山中　義輝 73

平成22年 第41回 西川　徹哉 浅野　風馬 大石　敏男 山中　義輝 84

平成23年 第42回 鈴木　健太郎 荒木　友也 神山　一真 服部　勇斗 56

平成24年 第43回 上瀧　雅己 藤田　玄 広瀬　剛巳 加藤　仁 60

平成25年 第44回 松岡　智裕 大石　敏男 上瀧　雅己 山中　義輝 68

平成26年 第45回 鈴木　健太郎 山中　義輝 吉川　翔太 松本　陽 48

平成27年 第46回 平野　央 平野　優也 山中　義輝 大石　敏男 53

平成28年 第47回 平野　央 山中　朝陽 古川　貴浩 山中　義輝 58

平成29年 第48回 平野　央 荒木　友也 小川　駿 中川　倫久 42

平成30年 第49回 米川　双惟 松本　琉聖 藤田　玄 水谷　暁斗 41

OV45男子

優勝 準優勝 三位 三位 参加数

平成21年 第40回 伊藤　三雄 岡田　旬史 勝田　成仁 田中　敏晴 4

平成22年 第41回 大石　敏男 辻　徹一 伊藤　三雄 岡田　旬史 8

平成23年 第42回 大石　敏男 川並　和之 岡田　旬史 - 5

平成24年 第43回 大石　敏男 吉川　佳男 岡田　旬史 - 12

平成25年 第44回 吉川　佳男 原田　誠 勝田　成仁 - 10

平成26年 第45回 勝田　成仁 吉川　佳男 岡田　旬史 - 10

平成27年 第46回 大石　敏男 原田　誠 長谷川　克純 - 13

平成28年 第47回 大石　敏男 川合　智幸 勝田　成仁 - 13

平成29年 第48回 大石　敏男 勝田　成仁 岡田　旬史 - 15

平成30年 第49回 原田　誠 鈴木　七生 今野　辰二郎 - 10

OV55男子

優勝 準優勝 三位 三位 参加数

平成21年 第40回 斉木　武 安川　淳 渡辺　武志 浜辺　昭雄 6

平成22年 第41回 斉木　武 安川　淳 岡田　進 今村　武司 8

平成23年 第42回 斉木　武 森　有人 田邉　弥二 安川　淳 9

平成24年 第43回 伊藤　三雄 斉木　武 安川　淳 森　有人 8

平成25年 第44回 伊藤　三雄 森　有人 斉木　武 - 8

平成26年 第45回 森　有人 伊藤　三雄 斉木　武 - 7

平成27年 第46回 田中　英博 森　有人 長田　孝雄 - 8

平成28年 第47回 森　有人 田中　英博 斉木　武 - 8

平成29年 第48回 森　有人 田中　英博 清水　啓二 - 7

平成30年 第49回 森　有人 鈴木　敏浩 - - 5

鈴鹿テニス選手権　シングルス

ドロー＆結果→

http://suzuka-tennis-association.com/game/2009suzuka_singles_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/2010suzuka_singles_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/2011suzuka_singles_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/2012suzuka_singles_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/h25suzuka_singles_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/h26suzuka_singles_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/H27suzuka_singles_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/H28suzuka_singles_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/H29suzukasingles_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/H30suzukasingles_result.pdf


一般女子

優勝 準優勝 三位 三位 参加数

平成21年 第40回 海野　希 旗手　ひかる 伊藤　幸子 杉之内　彩 12

平成22年 第41回 松田　彩花 山北　小夜花 梅林　和子 中村　雪江 7

平成23年 第42回 高田　空 天野　伸子 大脇　藍夏 - 7

平成24年 第43回 山本　唯 村田　莉紗 澤田　町子 - 12

平成25年 第44回 澤田　町子 天野　伸子 - - 2

平成26年 第45回 澤田　町子 中嶋　里佳 - - 4

平成27年 第46回 中西　優季 澤田　町子 松村　瑞紀 - 10

平成28年 第47回 加藤　朋子 澤田　町子 古米　昌子 - 7

平成29年 第48回 林　妃鞠 鈴木　みゆき 磯部　蛍佳 - 6

平成30年 第49回 鈴木　みゆき 大谷　澄子 - - 6

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

一般男子

優勝 準優勝 三位 三位 参加数

平成21年 第40回 岡留・水谷 林・村上 田垣内・原賀 - 46

平成22年 第41回 森川・加藤 金成・三好 岡留・柳瀬 - 33

平成23年 第42回 芦谷・山口 長岡・服部 田垣内・岩本 - 38

平成24年 第43回 長岡・服部 藤田・永里 堀内・岡田 - 36

平成25年 第44回 長岡・服部 上瀧・石田 藤田・永里 - 35

平成26年 第45回 長岡・服部 柏・田中 鈴木・貞光 - 30

平成27年 第46回 長岡・服部 山中・吉川 佐野・児玉 - 26

平成28年 第47回 長岡・三好 服部・桜木 山中・山中 - 32

平成29年 第48回 長岡・三好 森川・貞光 服部・桜木 - 21

平成30年 第49回 長岡・三好 金成・水谷 坂崎・吉川 - 26

OV45男子

優勝 準優勝 三位 三位 参加数

平成21年 第40回 古市・今井 松宮・田邊 - - 5

平成22年 第41回 山根・馬路 今井・古市 - - 6

平成23年 第42回 岡田・吉川 今井・古市 - - 6

平成24年 第43回 大石・森 岡田・吉川 - - 5

平成25年 第44回 大石・森 吉川・岡田 - - 5

平成26年 第45回 岡田・吉川 山本・石河 - - 5

平成27年 第46回 出口・佐藤 岡田・吉川 - - 8

平成28年 第47回 林・伊藤 川合・前川 - - 6

平成29年 第48回 豊田・森川 勝田・岡田 - - 8

平成30年 第49回 酒徳・森川 原田・森 - - 9

鈴鹿テニス選手権　ダブルス

ドロー＆結果→

http://suzuka-tennis-association.com/game/2009suzuka_doubles_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/2010suzuka_doubles_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/2011suzuka_doubles_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/2012suzuka_doubles_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/h25suzuka_doubles_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/H26suzuka_doubles_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/H27suzuka_doubles_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/H28suzuka_doubles_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/H29sd_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/H30suzuka_doubles_result.pdf


OV55男子

優勝 準優勝 三位 三位 参加数

平成21年 第40回 安川・斉木 樋口・山本 - - 4

平成22年 第41回 安川・内田 清水・若林 - - 6

平成23年 第42回 安川・斉木 松宮・田邊 - - 6

平成24年 第43回 今井・古市 松宮・田邊 - - 9

平成25年 第44回 斉木・伊藤 山本・石河 - - 7

平成26年 第45回 - - - - -

平成27年 第46回 斉木・伊藤 北野・山田 - - 7

平成28年 第47回 山本・西村 斉木・伊藤 - - 5

平成29年 第48回 大石・森 田中・伊藤 - - 4

平成30年 第49回 田中・伊藤 秋山・清水 今村・矢田 - 3

*48回大会よりOV60に変更

一般女子

優勝 準優勝 三位 三位 参加数

平成21年 第40回 藤田・浅生 石川・吉村 田代・倉田 - 25

平成22年 第41回 藤田・浅生 竹中・阿部 石川・吉村 - 30

平成23年 第42回 浅野・松田 中嶋・中嶋 浅生・田代 - 24

平成24年 第43回 酒井・間井 鈴木・鎌田 今井・二本松 - 23

平成25年 第44回 鹿海・浅井 今井・二本松 横山・弓野 - 14

平成26年 第45回 貞光・酒井 一条・市川 鈴木・鎌田 - 14

平成27年 第46回 佐藤・阿部 二本松・今井 元成・加藤 - 18

平成28年 第47回 北村・平田 小村・山田 原・大西 - 10

平成29年 第48回 加藤・今村 貞光・二本松 鈴木・山田 - 11

平成30年 第49回 大西・松田 飛田・二本松 - - 8

OV45女子

優勝 準優勝 三位 三位 参加数

平成21年 第40回 - - - - -

平成22年 第41回 竹中・阿部 伊藤・佐藤 - - 4

平成23年 第42回 - - - - -

平成24年 第43回 - - - - -

平成25年 第44回 - - - - -

平成26年 第45回 鈴木・鎌田 笠井・藤田 - - 7

平成27年 第46回 朝熊・中尾 山田・伊藤 - - 10

平成28年 第47回 笠井・佐々木 薮内・伊藤 - - 8

平成29年 第48回 徳力・加藤 中尾・朝熊 - - 8

平成30年 第49回 矢野・佐々木 鎌田・伊藤 - - 9



平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

一般男子

優勝 準優勝 三位 三位 参加数

平成21年 第40回 山中・長岡 須藤・金津 加藤・松岡 伊藤・三好 37

平成22年 第41回 鈴木・森川 加藤・朝日 田垣内・渡辺 伊藤・永里 48

平成23年 第42回 倉田・松岡 森川・加藤 山中・佐野 上瀧・三好 28

平成24年 第43回 森川・加藤 平塚・加藤 佐野・長岡 山中・村上 28

平成25年 第44回 森・内田 貞光・小林 吉川・長岡 佐野・服部 24

平成26年 第45回 朝日・山口 貞光・志田 駒田・松岡 豊田・森川 22

平成27年 第46回 平塚・加藤 佐野・長岡 古川・渡邉 - 22

平成28年 第47回 服部・三好 中森・須藤 古川・浜畑 平野・荒木 21

平成29年 第48回 高井・森 中森・近藤 中井・岡田 杉野・丸山 20

平成30年 第49回 高井・窪田 前田・相星 樋口・岡田 松野・斉藤 16

OV45男子

優勝 準優勝 三位 三位 参加数

平成21年 第40回 田邊・松宮 益田・岩本 - - 5

平成22年 第41回 宇佐美・馬路 松岡・森 - - 7

平成23年 第42回 大石・森 岡田・吉川 - - 4

平成24年 第43回 - - - - -

平成25年 第44回 大石・森 荒木・新岡 鈴木・馬路 吉川・野呂 8

平成26年 第45回 大石・森 吉川・岡田 - - 5

平成27年 第46回 大石・森 勝田・岡田 - - 6

平成28年 第47回 大石・森 林・伊藤 - - 7

平成29年 第48回 岡田・勝田 粕谷・福地 - - 4

平成30年 第49回 原田・森 勝田・岡田 橋本・新岡 - 4

OV55男子

優勝 準優勝 三位 三位 参加数

平成21年 第40回 安川・内田 澤潟・今村 古市・岩村 - 3

平成22年 第41回 大石・森 山崎・真鈴川 - - 8

平成23年 第42回 斉木・井口 秋山・澤潟 - - 5

平成24年 第43回 大石・森 斉木・伊藤 田邊・松宮 古市・今井 11

平成25年 第44回 - - - - -

平成26年 第45回 斉木・伊藤 水野・清水 - - 4

平成27年 第46回 斉木・伊藤 若林・清水 - - 4

平成28年 第47回 斉木・伊藤 若林・山本 - - 4

平成29年 第48回 田中・三角 佐藤・越智 - - 4

平成30年 第49回 - - - - -

ドロー＆結果→

鈴鹿市長杯　ダブルス

http://suzuka-tennis-association.com/game/2009shicho_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/2010shicho_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/2011shicho_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/2012shicho_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/h25_shicho_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/h26shicho_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/H27shichohai_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/H28shicho_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/H29shicho_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/H30shicho_result.pdf


一般女子

優勝 準優勝 三位 三位 参加数

平成21年 第40回 石川・吉村 大井・籔内 浅井・打田 浅野・朝日 27

平成22年 第41回 浅生・藤田 佐藤・阿部 山中・朝熊 木原・酒井 25

平成23年 第42回 植田・倉田 藤田・阿部 薮内・内田 二本松・今井 17

平成24年 第43回 藤田・笠井 今井・二本松 阿部・吉村 浅井・鹿海 17

平成25年 第44回 千葉・浅野 大井・橋本 笠井・一条 貞光・酒井 20

平成26年 第45回 北村・中川 浅野・伊藤 吉田・一条 酒井・徳力 17

平成27年 第46回 岡田・山中 加藤・酒井 笠井・後藤 - 10

平成28年 第47回 加藤・徳力 鈴木・鎌田 中西・松村 後藤・伊藤 8

平成29年 第48回 奥永・後藤 原・上林 加藤・徳力 山中・岡田 13

平成30年 第49回 加藤・堤 加藤・徳力 川瀬・高岡 - 3

OV45女子

優勝 準優勝 三位 三位 参加数

平成21年 第40回 高橋・小坂 薮内・竹中 - - 4

平成22年 第41回 浅生・藤田 後藤・山上 - - 5

平成23年 第42回 山上・長尾 安田・石田 河合・石川 - 3

平成24年 第43回 鎌田・鈴木 伊藤・山田 - - 6

平成25年 第44回 藤田・笠井 薮内・山下 - - 7

平成26年 第45回 二本松・難波 山田・伊藤 - - 5

平成27年 第46回 飛田・森本 朝熊・中尾 - - 7

平成28年 第47回 加藤・徳力 笠井・駒江 吉田・天野 菅田・鎌田 9

平成29年 第48回 加藤・徳力 朝熊・中尾 - - 5

平成30年 第49回 二本松・飛田 薮内・森本 - - 6

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

男子

優勝 準優勝 三位 三位 参加数

平成21年 第37回 鈴鹿庭球塾 ロランインドア 鈴鹿高専Ａ - 23

平成22年 第38回 ロランインドア 旭化成Ａ ＢＡＳＡＲＡ 103 19

平成23年 第39回 鈴鹿庭球塾 103 Ｌｅａｆ - 12

平成24年 第40回 鈴鹿庭球塾 ＩＯＢ ＢＡＳＡＲＡ - 12

平成25年 第41回 ＩＯＢ フリースタイルＢ ＢＡＳＡＲＡ - 14

平成26年 第42回 鈴鹿庭球塾 ＩＯＢ 鈴鹿市役所Ａ - 18

平成27年 第43回 鈴鹿庭球塾 箕田塾 at HOME - 16

平成28年 第44回 ＩＯＢ 箕田塾 ピースフルＢ - 12

平成29年 第45回 箕田塾 ＩＯＢ 鈴鹿庭球塾 - 8

平成30年 第46回 みさとテニスクラブ 鈴鹿庭球塾 鈴鹿ジュニアチーム - 11

ドロー＆結果→

会長杯クラブ対抗団体戦

http://suzuka-tennis-association.com/game/2009kaicho_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/2010kaicho_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/2011kaicho_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/2012kaicho_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/H25kaicho_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/h26kaicho_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/H27kaicho_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/H28kaicho_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/H29kaicho_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/H30kaicho_result.pdf


女子

優勝 準優勝 三位 三位 参加数

平成21年 第37回 鈴鹿庭球塾 ピエルネス ロランインドア - 10

平成22年 第38回 ロランインドア 鈴鹿庭球塾 みさとテニスクラブ ＩＴＯ．ＴＣ 9

平成23年 第39回 鈴鹿庭球塾 みさとテニスクラブ ＭＭＣ - 8

平成24年 第40回 鈴鹿庭球塾 爽球会 103 - 7

平成25年 第41回 鈴鹿庭球塾 103 さつきＴＣ - 6

平成26年 第42回 鈴鹿庭球塾 103 楠スポーツクラブ - 7

平成27年 第43回 鈴鹿庭球塾 103 苺ぢゃむ - 6

平成28年 第44回 鈴鹿庭球塾 みさとテニスクラブ ロランインドア - 7

平成29年 第45回 みさとテニスクラブＡ みさとテニスクラブＢ ＩＴＯ．ＴＣ - 3

平成30年 第46回 鈴鹿ジュニアチーム 鈴鹿庭球塾 ロランインドア - 4

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

男子

優勝 準優勝 三位 三位 参加数

平成21年 第35回 浅野　風馬 長田　裕介 須藤　恭郎 三好　拓郎 81

平成22年 第36回 小倉　友輔 中森　亮介 畑中　政実 西川　徹哉 90

平成23年 第37回 浅野　風馬 小倉　友輔 荒木　友也 神山　一真 72

平成24年 第38回 西川　徹哉 川出　知行 小倉　友輔 神山　一真 64

平成25年 第39回 中森　亮介 桝田　幹人 夏目　靖也 丸川　啓介 45

平成26年 第40回 伊藤　光輝 夏目　靖也 瀬川　智紀 古川　貴浩 43

平成27年 第41回 中森　亮介 古川　貴浩 平野　拓馬 平野　央 66

平成28年 第42回 三好　拓郎 石田　純基 中森　亮介 野呂　大志 46

平成29年 第43回 小川　駿 山中　朝陽 窪田　和也 高井　雅史 48

平成30年 第44回 谷川　大雅 駒田　達哉 加藤　仁 原　寛高 59

女子

優勝 準優勝 三位 三位 参加数

平成21年 第35回 江見　優生乃 松田　彩花 朴　未紗 薮内　弥生 18

平成22年 第36回 冨田　有里恵 金児　ちなみ 三浦　聖茄 橋村　澪 22

平成23年 第37回 金児　ちなみ 橋村　澪 倉田　純花 坂田　菜々美 24

平成24年 第38回 上林　七海 坂田　菜々美 浅野　瞳子 天野　伸子 8

平成25年 第39回 藤本　愛己 川浪　綾華 浅野　瞳子 近藤　沙耶奈 8

平成26年 第40回 川浪　綾華 幾島　利奈 - - 4

平成27年 第41回 山本　和子 鈴木　綾子 - - 5

平成28年 第42回 伊藤　詩穂 澤田　町子 山本　和子 垣内　由佳子 8

平成29年 第43回 林　妃鞠 加藤　朋子 - - 7

平成30年 第44回 高井　美結 西浦　幸恵 川本　恵子 鷹野　琴子 9

中勢テニス選手権大会

ドロー＆結果→

http://suzuka-tennis-association.com/game/2009chusei_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/2010chusei_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/2011chusei_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/2012chusei_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/ｈ25chusei_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/h26chusei_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/H27chusei_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/28chusei_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/H29chusei_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/H30chusei_result.pdf


平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

男子シングルス

優勝 準優勝 三位 三位 参加数

平成21年 第34回 西川　徹哉 伊藤　駿 山本　和磨 坂下　博人 59

平成22年 第35回 伊藤　駿 坂下　博人 山本　和磨 関　優 57

平成23年 第36回 荻内　盤大 田中　友貴 岸田　郁也 岩花　佳祐 38

平成24年 第37回

平成25年 第38回 伊藤　光輝 松岡　俊介 早津　優平 中筋　雄飛 91

平成26年 第39回 古市　雄哉 松岡　俊介 前田　寛弥 中筋　雄飛 101

平成27年 第40回 前田　寛弥 世古　翔大 東　将吾 尾登　正悟 95

平成28年 第41回 花井　雅史 清水　友希 野田　高瀬 生川　翔渉 90

平成29年 第42回 小川　駿 松本　琉聖 伊藤　詞童 - 64

平成30年 第43回 馬渕　透 和田　康太郎 森口　佳祐 松岡　恵吾 46

男子ダブルス

優勝 準優勝 三位 三位 参加数

平成21年 第34回 坂下・樋口 川上・奥山 毛利・日口 正代・山本 22

平成22年 第35回 坂下・樋口 川上・伊藤 山形・関 赤塚・渥美 24

平成23年 第36回 佐々木・荻内 廣瀬・喜楽 田中・浦川 渡辺・矢野 13

平成24年 第37回

平成25年 第38回 堀田・伊藤 神山・稲垣 上田・大森 河合・中筋 37

平成26年 第39回 相星・永戸 神山・古市 早津・森 松岡・山中 44

平成27年 第40回 相星・世古 山中・磯田 堀・宮澤 鈴木・浅井 42

平成28年 第41回 大塚・花井 松野・北川 岡本・橋崎 磯田・松本 35

平成29年 第42回 石川・伊藤 小川・磯田 清水・和田 呉山・大橋 21

平成30年 第43回 馬渕・田中 森口・堀田 南・元榮 和田・松野 22

女子シングルス

優勝 準優勝 三位 三位 参加数

平成21年 第34回 山本　唯 福村　嘉穂 山内　菜友香 内田　綾香 27

平成22年 第35回 杉之内　彩 朴　未紗 旗手　ひかる 井手　満美子 32

平成23年 第36回 伊藤　詞央里 野田　明日香 西村　詩織 吉川　麻尋 32

平成24年 第37回

平成25年 第38回 大脇　藍夏 市野　玲衣菜 中川　杏 奥永　陽菜 44

平成26年 第39回 川出　帆乃佳 北村　結菜 熊本　夏海 平野　なつき 36

平成27年 第40回 倉田　紗良 磯村　くるみ 大西　萌那 磯部　蛍佳 21

平成28年 第41回 島　菜々子 蔵城　里音 森本　琴美 青木　あまね 34

平成29年 第42回 原　唯華 青木　あまね 坂元　佑羽 - 33

平成30年 第43回 近藤　楓果 杉島　百花 国分　芭奈佳 河西　絢音 29

ドロー＆結果→

鈴鹿選手権大会ジュニアの部

http://suzuka-tennis-association.com/game/2009suzuka_junior_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/2010suzuka_junior_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/2011suzuka_junior_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/H25suzuka_junior_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/h27openjunior_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/H27ssj_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/H28ssj_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/H29ssj_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/H30ssj_result.pdf


女子ダブルス

優勝 準優勝 三位 三位 参加数

平成21年 第34回 山本・山川 福村・水谷 内田・前田 山内・澤田 11

平成22年 第35回 井手・杉之内 朴・伊藤 山本・山川 旗手・西村 14

平成23年 第36回 吉川・薮内 西村・渡邊 小林・浮海 俵・渡辺 13

平成24年 第37回

平成25年 第38回 北村・中川 北村・中川 安藤・波田 磯田・橋倉 21

平成26年 第39回 伊藤・川出 平野・熊本 川出・松田 北村・平田 20

平成27年 第40回 加田・藤崎 古市・森本 藤島・古市 岡田・田川 11

平成28年 第41回 島・森本 蔵城・堤 井上・木本 古市・水谷 13

平成29年 第42回 原・上林 青木・高井 長澤・伊藤 古市・山野 13

平成30年 第43回 黒田・森下 伊藤・尾上 吉森・松浦 出口・幸池 10

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

一般男子

優勝 準優勝 三位 三位 参加数

平成21年 第34回 北浦　拓也 西村　知之 水野　大伸 田垣内　乾二 96

平成22年 第35回 中西　健人 西村　知之 藤田　玄 山中　義輝 61

平成23年 第36回 山中　義輝 松岡　智裕 藤田　玄 桧作　文康 60

平成24年 第37回 西川　徹哉 松岡　智裕 伊藤　雅紀 小原　大輝 69

平成25年 第38回 鈴木　健太郎 中森　亮介 長田　圭司 中山　遼太 85

平成26年 第39回 鈴木　健太郎 夏目　靖也 松岡　智裕 長田　圭司 39

平成27年 第40回 平野　央 窪田　和也 藤田　玄 松岡　智裕 56

平成28年 第41回 鈴木　健太郎 小川　駿 森　浩彰 山中　朝陽 77

平成29年 第42回 鈴木　健太郎 小川　駿 森口　佳祐 伊藤　詞童 46

平成30年 第43回 鈴木　健太郎 鏡　亮太 國舛　直人 池田　篤哉 39

一般女子

優勝 準優勝 三位 三位 参加数

平成21年 第34回 山北　小夜花 倉田　純花 鈴木　千夏 水谷　有希 20

平成22年 第35回 今井　祐子 山中　淳子 鈴木　千夏 - 16

平成23年 第36回 川口　ゆり 冨田　有里恵 大井　彩花 - 22

平成24年 第37回 村田　莉紗 丸山　佑莉香 中川　杏 - 16

平成25年 第38回 中嶋　里佳 小林　里子 大西　淳子 - 9

平成26年 第39回 二本松　綾乃 幾島　利奈 柏森　由紀子 - 9

平成27年 第40回 伊藤　こなつ 鈴木　みゆき 湯浅　凪都 - 8

平成28年 第41回 坂倉　光 近藤　真優奈 澤田　町子 - 9

平成29年 第42回 林　妃鞠 後藤　由似 伊藤　こなつ - 10

平成30年 第43回 東　咲心 杉本　和香穂 - - 6

鈴鹿オープンテニス大会

ドロー＆結果→

http://suzuka-tennis-association.com/game/2009suzukaopen_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/2010suzukaopen_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/2011suzukaopen_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/2012suzukaopen_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/H25suzuka_open_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/h26suzukaopen_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/H27suzukaopen_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/H28suzuka_open_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/H29suzukaopen_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/H30suzukaopen_result.pdf


ＯＶ45男子

優勝 準優勝 三位 三位 参加数

平成30年 第40回 今野　辰二郎 田畑　康博 橋本　大 世古口　茂樹 13

ＯＶ55男子

優勝 準優勝 三位 三位 参加数

平成30年 第40回 森　有人 勝田　成仁 柴山　泰之 桧作　文康 9

ＯＶ45女子

優勝 準優勝 三位 三位 参加数

平成30年 第40回 森口　いずほ - - - 3

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

優勝 準優勝 参加数

平成21年 第15回 清水　峯夫 稲葉　富士子 十見　芳夫 木室　栄子 男子64女子56

第16回 内田　敏夫 小久保　三代子 十見　芳夫 荒木田　悦江 男子52女子36

平成22年 第17回 十見　芳夫 樋口　五十鈴 安川　淳 平田　典子 男子56女子40

第18回 安川　淳 西村　敬子 川畑　光世 杉本　久美子 男子53女子51

平成23年 第19回 清水　峯夫 上村　安美 田上　保 柴田　恵美子 男子51女子29

第20回 川畑　光世 堤　久留美 安川　淳 杉本　久美子 男子51女子53

平成24年 第21回 安川　淳 石川　真喜 石橋　良彦 山下　俶子 男子60女子52

第22回 塩田　英夫 小久保　三代子 若林　俊之 関　芳子 男子48女子24

平成25年 第23回 今村　健三 前田　成子 十見　芳夫 堤　久留美 男子44女子36

第24回 吉田　初男 中川　貴子 十見　芳夫 堤　久留美 男子40女子24

平成26年 第25回 安井　重和 柴田　冨士子 安川　淳 吉田　京子 男子56女子40

第26回 男子64女子67

平成27年 第27回 奥田　勲 中川　貴子 森嶋　和男 堤　久留美 男子36女子36

第28回 佐藤　順二 蛭川　芳江 水谷　忠勝 前田　成子 男子52女子40

平成28年 第29回 斉藤　道生 三輪　由紀子 澤野　正行 佐藤　芳子 男子18女子18

第30回 清水　峯夫 山野　有子 石橋　良彦 大石　憲子 男子16女子16

平成29年 第31回 村田　信行 大石　憲子 松岡　新一 清水　ひろみ 男子8女子8

第32回 伊藤　三雄 中川　貴子 松岡　新一 三輪　由紀子 男子10女子10

平成30年 第33回 澤野　正行 伊藤　智恵美 松岡　新一 三輪　由紀子 男子14女子14

第34回 伊東　孝博 伊藤　佐美子 村田　信行 大石　憲子 男子8女子8

鈴鹿シニアテニス大会

ドロー＆結果→

http://suzuka-tennis-association.com/game/2009senior_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/2010senior_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/2011senior_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/2012senior_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/H25senior_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/H26senior_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/H27senior_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/H28senior_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/H29senior_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/H30senior_result.pdf


平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

優勝 準優勝 三位 三位 参加数

平成21年 第13回 打田・浅井 高木・大井 海野・樋口 藤田・阿部 28

平成22年 第14回 石川・吉村 浅野・朝日 海野・樋口 - 16

平成23年 第15回 浅野・朝日 海野・樋口 豊田・吉村 - 20

平成24年 第16回 倉田・浅野 浅井・鹿海 吉村・阿部 - 16

平成25年 第17回 佐藤・阿部 鹿海・重盛 橋本・朝日 - 16

平成26年 第18回 橋本・大井 佐藤・阿部 打田・朝日 - 25

平成27年 第19回 酒井・朝日 阿部・鹿海 渡邉・斉藤 今井・二本松 8

平成28年 第20回 浅野・伊藤 橋本・朝日 浅井・打田 安部・大谷 8

平成29年 第21回 佐藤・阿部 長尾・市川 吉田・樋口 鹿海・吉村 9

平成30年 第22回 佐藤・阿部 酒井・朝日 伊藤・吉田 大谷・前川 15

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

中学生男子

優勝 準優勝 三位 三位 参加数

平成21年 第10回 水瀬　成佑 加藤　孝典 山口　大祐 伊藤　雅紀 23

平成22年 第11回 平野　源 宇城　雄登 水谷　健人 山田　悠太 28

平成23年 第12回 大脇　崚冴 水谷　健人 篠永　克哉 宇城　雄登 40

平成24年 第13回 伊藤　光輝 杉本　拓史 相星　雅弥 小林　怜生 24

平成25年 第14回 相星　雅弥 松岡　俊介 北尾　渉 南部　辰幸 24

平成26年 第15回 松岡　俊介 伊藤　晴人 市川　大登 伊藤　文博 21

平成27年 第16回 小川　駿 米田　満希 大河　辰幸 山中　魁登 39

平成28年 第17回 小川　駿 山中　朝陽 山中　魁登 米田　満希 67

平成29年 第18回 小川　駿 中嶋　風起人 中嶋　玲央馬 田中　稜人 51

平成30年 第19回 和田　康太郎 豊田　隼一郎 蔵城　萌斗 呉山　大樹 26

ドロー＆結果→

サマージュニアテニストーナメント

ドロー＆結果→

鈴鹿レディーステニス大会

http://suzuka-tennis-association.com/game/2009ladies_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/2010ladies_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/2011ladies_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/2012ladies_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/h25suzukaladies_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/h26suzukaladies_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/H27suzukaladies_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/H28ladies_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/H29suzuka_ladies_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/H30suzuka_ladies_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/2009sj_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/2010sj_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/2011sj_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/2012sj_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/h25summer_junior_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/h26summerjunior_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/H27sj_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/H28sj_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/H29summerjunior_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/H30summerjunior_result.pdf


中学生女子

優勝 準優勝 三位 三位 参加数

平成21年 第10回 中村　美月 今井　恭子 今井　友美子 中村　明日香 14

平成22年 第11回 高田　空 前田　真子 内田　綾香 近藤　沙耶奈 16

平成23年 第12回 高田　空 坂下　奏絵 谷　優果 前田　真子 12

平成24年 第13回 長尾　佳那子 谷　優果 上　萌佳 市野　玲衣菜 16

平成25年 第14回 前田　智海 本山　瑞穂 芝原　沙里亜 伊藤　穂乃花 11

平成26年 第15回 堤　華蓮 木下　明音 伊藤　舞夏 - 10

平成27年 第16回 川出　帆乃佳 堤　絵里 渡邊　みのり 伊藤　舞夏 14

平成28年 第17回 原　唯華 別所　瑛理香 後藤　由似 松木　菜奈 27

平成29年 第18回 飯尾　百香 高井　美結 後藤　由似 青木　あまね 9

平成30年 第19回 加藤　歌里 東　咲心 高井　美結 - 5

小学生男子

優勝 準優勝 三位 三位 参加数

平成21年 第10回 大脇　崚冴 水谷　健人 鈴木　敦士 中筋　雄飛 19

平成22年 第11回 相星　雅弥 平野　優友 吉田　倖輔 岸田　知也 22

平成23年 第12回 山田　稜 松岡　俊介 馬渕　航 伊藤　晴人 20

平成24年 第13回 市川　大登 山中　朝陽 山田　一輝 水谷　凌 22

平成25年 第14回 伊藤　晴人 山中　朝陽 小川　駿 杉浦　諒 32

平成26年 第15回 小川　駿 堤　隆貴 眞田　将吾 磯田　柊吾 36

平成27年 第16回 磯田　柊吾 田中　稜人 松本　琉聖 伊藤　詞童 50

平成28年 第17回 牧野　陽向 谷口　陽悠 服部　心勇 高岡　亮 48

平成29年 第18回 水谷　仁 松浦　帆高 宮田　大暉 高岡　亮 46

平成30年 第19回 宮崎　遥矢 吉田　朔 山川　蓮 河北　源太 58

小学生女子

優勝 準優勝 三位 三位 参加数

平成21年 第10回 西本　麻衣子 前田　真子 高田　空 丸山　佑莉香 13

平成22年 第11回 大脇　藍夏 吉田　明日香 大浦　玲奈 長尾　佳那子 10

平成23年 第12回 吉原　遥夏 吉屋　菜々花 加藤　紗英 - 6

平成24年 第13回 菰方　里菜 中川　桃 西田　桃歌 川端　か子 12

平成25年 第14回 中川　桃 川出　帆乃佳 伊藤　詩穂 北村　結菜 16

平成26年 第15回 川出　帆乃佳 北村　結菜 黒田　菜汀 川出　晶葉 21

平成27年 第16回 湯浅　葉月 上　紗佳 林　妃鞠 高井　美結 23

平成28年 第17回 飯尾　百香 高井　美結 青木　あまね 松井　未来 33

平成29年 第18回 森下　結葵 池田　こはる 杉本　和香穂 東　咲心 20

平成30年 第19回 近藤　楓果 黒田　梨南 杉本　和香穂 池田　こはる 33



平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

中学生男子

優勝 準優勝 三位 三位 参加数

平成21年 第10回 西川　徹哉 水瀬　成祐 神山　一真 長岡　央磨 14

平成22年 第11回 水谷　健人 佐藤　雄人 児玉　大輝 山田　悠太 34

平成23年 第12回 水谷　健人 増本　隆人 相星　雅弥 平野　優友 23

平成24年 第13回 松岡　俊介 相星　雅弥 柏　俊輔 平野　優友 19

平成25年 第14回 松岡　俊介 清水　友希 小林　怜生 市川　大登 25

平成26年 第15回 南部　辰幸 米田　満希 清水　友希 市川　大登 23

平成27年 第16回 小川　駿 米田　満希 石田　拓也 伊藤　晴人 30

平成28年 第17回 小川　駿 森口　佳祐 磯田　柊吾 平子　敦己 30

平成29年 第18回 小川　駿 山中　朝陽 磯田　柊吾 呉山　大樹 27

平成30年 第19回 馬場・田嶋 蔵城・水崎 濱村・牧野 - 14

＊第19回よりダブルス

中学生女子

優勝 準優勝 三位 三位 参加数

平成21年 第10回 今井　友美子 中村　明日香 近藤　沙耶奈 7

平成22年 第11回 今井　友美子 高田　空 吉川　真由 生田　真穂 20

平成23年 第12回 藤本　愛己 谷　優果 三好　恵里花 藤澤　真優 10

平成24年 第13回 中川　杏 奥永　陽菜 大浦　玲奈 芝原　沙里亜 10

平成25年 第14回 米田　育美 櫻井　ひかり 中川　穂乃佳 芝原　沙里亜 19

平成26年 第15回 北村　真梨奈 伊藤　詩穂 木下　明音 山川　藍 13

平成27年 第16回 堤　絵里 湯浅　凪都 渡邊　みのり - 7

平成28年 第17回 大浦　美瞳 蔵城　里音 堤　絵里 - 8

平成29年 第18回 原　唯華 飯尾　百香 別所　瑛理香 一見　怜美那 9

平成30年 第19回 - - - - -

＊第19回よりダブルス

小学生男子

優勝 準優勝 三位 三位 参加数

平成21年 第10回 中筋　雄飛 伊藤　光輝 大脇　崚冴 水谷　健人 30

平成22年 第11回 吉井　恵三 平野　優友 杉本　拓史 山田　稜 27

平成23年 第12回 松岡　俊介 山田　一輝 大野　蔵斗 馬渕　航 26

平成24年 第13回 南部　辰幸 山田　一輝 市川　大登 山中　朝陽 28

平成25年 第14回 山中　朝陽 小川　駿 長田　大空 杉浦　諒 45

平成26年 第15回 小川　駿 磯田　柊吾 平子　敦己 田口　敦大 36

平成27年 第16回 山中　朝陽 磯田　柊吾 松本　琉聖 田中　稜人 56

平成28年 第17回 日下部　麟乙 谷口　陽悠 高岡　亮 原田　侑宜 58

平成29年 第18回 水谷　仁 松浦　帆高 谷口　陽悠 高岡　亮 47

平成30年 第19回 高岡・松岡 稲垣・井上 清水・加藤 小林・長谷川 30

ウィンタージュニアテニストーナメント

ドロー＆結果→

http://suzuka-tennis-association.com/game/2009wj_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/2010wj_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/2011wj_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/2012wj_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/H25win_junior_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/h26win_junior_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/H27wj_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/28wj_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/H29wj_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/H30wj_result.pdf


小学生女子

優勝 準優勝 三位 三位 参加数

平成21年 第10回 村田　莉紗 高田　空 前田　真子 丸山　佑莉香 16

平成22年 第11回 山田　瑞季 山田　瑞帆 伊藤　更紗 山田　奈実 8

平成23年 第12回 大浦　玲奈 加藤　紗瑛 山田　奈実 吉屋　菜々花 9

平成24年 第13回 菰方　里菜 中川　桃 大浦　美瞳 原　唯華 13

平成25年 第14回 中川　桃 川出　帆乃佳 北村　結菜 伊藤　詩穂 14

平成26年 第15回 北村　結菜 原　唯華 木平　啓里 湯浅　葉月 19

平成27年 第16回 湯浅　葉月 林　妃鞠 高井　美結 上　紗佳 21

平成28年 第17回 湯浅　葉月 高井　美結 中久木　陽菜 松井　未来 21

平成29年 第18回 森下　結葵 堤　咲弥 坂田　桃花 松井　未来 28

平成30年 第19回 成田・生川 堤・坂田 山野・堤 - 19

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

Ａ級

優勝 準優勝 三位 三位 参加数

平成21年 第9回 内山・竹中 久志本・義基 谷川・伊藤 - 6

平成22年 第10回 柳瀬・伊藤 松岡・酒井 - - 4

平成23年 第11回 - - - - -

平成24年 第12回 岸江・梅田 荒木・今井 - - 6

平成25年 第13回 丹羽・古川 松岡・石井 - - 6

平成26年 第14回 鈴木・酒井 葦津・松田 中西・藤村 丸山・丸山 9

平成27年 第15回 - - - - -

平成28年 第16回 - - - - -

平成29年 第17回 須藤・奥永 丸山・丸山 - - 3

平成30年 第18回 - - - - -

Ｂ級

優勝 準優勝 三位 三位 参加数

平成21年 第9回 鬼塚・堀口 河北・村岡 貞光・朝熊 倉田・大野 52

平成22年 第10回 森・伊藤 児玉・加藤 藤田・藤田 森・福村 41

平成23年 第11回 伊藤・加藤 伊丹・中野 広川・広川 沖林・山田 48

平成24年 第12回 桧作・片桐 野呂・澤田 水野・朝熊 田畑・吉田 42

平成25年 第13回 中西・藤村 藤井・藤谷 出口・鎌田 奥田・弓野 42

平成26年 第14回 田中・中嶋 山田・伊藤 山中・薮内 今村・中西 42

平成27年 第15回 宮本・宮本 丸山・丸山 藤田・酒井 広川・広川 44

平成28年 第16回 佐藤・伊藤 野呂・澤田 酒井・酒井 山中・笠井 44

平成29年 第17回 近藤・大西 國舛・乾 森・二本松 松葉・舘 31

平成30年 第18回 春木・春木 酒井・酒井 藤森・赤股 - 23

鈴鹿オープンミックス大会

ドロー＆結果→

http://suzuka-tennis-association.com/game/2009mix_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/2010mix_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/2011mix_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/2012mix_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/h25openmix_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/H26openmix_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/H27openmix_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/28om_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/H29openmix_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/H30openmix_result.pdf


Ｃ級

優勝 準優勝 三位 三位 参加数

平成21年 第9回 鈴木・山中 島田・坂田 真鈴川・高橋 伊東・渕上 36

平成22年 第10回 今村・山野 佐藤・市川 岩本・中村 鈴木・鈴木 32

平成23年 第11回 前田・前田 野呂・澤田 池田・木村 澤野・岡田 33

平成24年 第12回 吉川・大友 水落・坂田 渥美・平島 清水・油井 45

平成25年 第13回 鈴木・中村 白石・中嶋 石原・吉田 井口・中川 37

平成26年 第14回 関原・福田 田畑・吉田 大西・西浦 澤野・伊藤 22

平成27年 第15回 飛田・飛田 中野・呉 大西・西浦 吉井・市川 30

平成28年 第16回 市川・市川 下地・伊藤 澤野・松本 森嶋・油井 18

平成29年 第17回 深道・日恵野 桂・辻村 寺本・矢田 中野・菅井 23

平成30年 第18回 今村・松村 小川・桑原 石原・浦田 - 11

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

Ａ級

優勝 準優勝 三位 三位 参加数

平成21年 第2回 谷口・重盛 藤田・浅生 石川・吉村 - 16

平成22年 第3回 藤田・出口 石川・吉村 後藤・川村 - 10

平成23年 第4回 谷口・重盛 浅野・薮内 西尾・吉田 - 14

平成24年 第5回 鹿海・重盛 倉田・浅野 大井・元成 - 13

平成25年 第6回 浅野・朝日 鹿海・浅井 渡邊・齋藤 - 11

平成26年 第7回 浅野・倉田 酒井・朝日 - - 10

平成27年 第8回 大西・吉田 薮内・伊藤 - - 9

平成28年 第9回 藤村・新村 薮内・伊藤 - - 6

平成29年 第10回 大井・加藤 黒野・澤田 山中・岡田 奥田・村井 10

平成30年 第11回 吉田・伊藤 村井・奥田 六谷・古藤 - 5

Ｂ級

優勝 準優勝 三位 三位 参加数

平成21年 第2回 中村・坂田 梅林・長尾 渥美・市川 - 24

平成22年 第3回 村岡・中川 市川・渥美 菅田・笠井 - 18

平成23年 第4回 長尾・金島 谷口・桑田 小林・野呂 - 15

平成24年 第5回 川村・藤村 伊藤・藤谷 小林・澤田 - 9

平成25年 第6回 山中・岡田 吉田・天野 石崎・澤田 - 12

平成26年 第7回 澤田・石崎 桝田・市川 - - 10

平成27年 第8回 山口・宮本 伊藤・前田 - - 10

平成28年 第9回 細江・杉野 伊藤・前田 山本・後藤 - 8

平成29年 第10回 松尾・杉野 原・森本 垣内・奥山 山下・西浦 9

平成30年 第11回 - - - - -

ドロー＆結果→

鈴鹿オープンレディースダブルス大会

http://suzuka-tennis-association.com/game/2009openladies_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/2010openladies_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/2011openladies_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/2012openladies_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/H25suzukaopenladies_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/h26openladies_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/H27suzukaopenladies_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/H28openladies_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/H29openladies_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/H30openladies_result.pdf


平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

平成30年

男子

優勝 準優勝 三位 三位 参加数

平成25年 第1回 村木　太一 山中　朝陽 谷川　大雅 - 58

平成26年 第2回 小川　駿 松本　晃明 宮崎　裕矢 平子　敦己 62

平成27年 第3回 山中　朝陽 田中　稜人 松本　琉聖 磯田　柊吾 95

平成28年 第4回 河村　孝太郎 宮崎　優良 服部　心勇 日下部　麟乙 82

平成29年 第5回 谷口　陽悠 豊島　翔太 原田　侑宜 高岡　亮 57

平成30年 第6回 高岡　亮 豊島　翔太 鈴木　匠 岡本　直也 84

女子

優勝 準優勝 三位 三位 参加数

平成25年 第1回 中川　桃 大田　未空 伊藤　詩穂 - 37

平成26年 第2回 川出　帆乃佳 北村　結菜 大西　萌那 源　都雅 36

平成27年 第3回 上林　真奈 松田　麻央 義基　慧 松崎　日菜子 39

平成28年 第4回 松田　麻央 飯尾　百香 高井　美結 森田　明穂 38

平成29年 第5回 加藤　歌里 松井　未来 坂元　佑羽 近藤　楓果 23

平成30年 第6回 生川　いろは 森下　結葵 堤　芹菜 成田　栞菜 50

ドロー＆結果→

鈴鹿オープンジュニアテニス大会（小学生）

http://suzuka-tennis-association.com/game/H25openjunior_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/h26openjunior_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/H27openjunior_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/H28openjunior_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/H29openjunior_result.pdf
http://suzuka-tennis-association.com/game/H30openjunior_result.pdf

