
全国大会出場者表彰一覧 ２００９～２０１８ 

 

この制度は各年度において全国大会に出場された選手の方を表彰し、選手の励みとなる 

賞を設けて協会員一同で功績をたたえ、さらなる向上を目指して頂くためにこの制度を 

2004 年度に発足させました。 

表彰は､協会関係者が一同に集まる合同委員会兼理事会の席またジュニアについては、

総会の席において表彰をおこなっています。各年度の表彰者の方は次の通りです。 

  

 賞名  氏名 全国大会名 

２００９ 最優秀選手賞 該当者なし  

 優秀賞 梅原頼子 全日本ベテラン４５OV 単複出場単 16  

日本スポーツマスターズ出場 

 優秀賞 岡田 進 全日本ベテラン７５OV 単 16 複 32 全日

本グラスコート７５OV 単複出場 複優勝 

 優秀賞 藤田純子 全国レディース出場 

 優秀賞 長岡俊樹 全国高校総体団体ベスト４、複 16 

 優秀賞 上瀧雅巳 全国高専大会単 3 位、複準優勝 

 優秀賞 山口賢一 全国高専大会複準優勝 

 優秀賞 山本 唯 全国高専大会単準優勝、複優勝 

 優秀賞 藤田瑞希 全国高専大会複優勝 

 優秀賞 長田和典 全日本 Jr テニス大会 16才以下単 32複 8

全国中学生テニス大会単出場、複 8 

 最優賞 西川徹哉 全日本 Jr テニス大会 14 才以下単 8 

全国中学生テニス大会複出場、 

全国選抜 Jr 選手権 14 歳以下単 8 

 最優賞 森下大斗 全日本 Jr テニス大会 14 才以下単複 16 

 優秀団体賞 鈴鹿高専 全国高専大会団体準優勝 6 名 男子 

 優秀団体賞 千代崎中学 全国中学テニス大会団体出場 8名男子 

    

    



年度 賞名 氏名 全国大会名 

２０１０ 最優秀選手賞 山本 唯 全国高専大会単準優勝、複優勝 2 年連続 

    優秀賞 岡田 進 全日本ベテラン７５OV 単複４ 全日本

グラスコートベテラン７５OV 単 4、複優勝 

 優秀賞 梅原頼子 全日本ベテラン４５OV 単複出場単 16 

日本スポーツマスターズ、都市対抗出場 

 優秀賞 真鈴川暉明 ねんりんピック交流全国大会出場 

 優秀賞 清水峰夫 ねんりんピック交流全国大会出場 

 優秀賞 後藤由美子 ねんりんピック交流全国大会出場 

 優秀賞 中村文香 全日本 Jr テニス大会 16 才以下単 16、複

出場、全国高校総体団体、単出場 

 優秀賞 松田彩花 全日本 Jr テニス大会 16 才以下複出場、 

全国高校総体団体出場 

 優秀賞 浅野風馬 全日本 Jr テニス大会 16 才以下複 16 

 優秀賞 西川徹哉 全日本 Jr テニス大会 16 才以下複 16 

 優秀賞 関 優 全国高専大会団体出場、複 8 

 優秀賞 上瀧雅巳 全国高専大会団体出場、単 4、複 8 

 優秀賞 山本 唯 全国高専大会単準優勝、複優勝 

 優秀賞 山川若菜 全国高専大会複優勝 

 優秀団体賞 鈴鹿高専 全国高専大会団体出場 6 名 男子 

 優秀団体賞 鈴鹿高女子 全国高校総体団体出場 6 名 女子 

    

２０１１ 最優秀選手賞 長田和典 全国高校総体団体優勝、単出場 

 優秀賞 岡田 進 全日本ベテラン７５才 OV 単 4、全日本

グラスコートベテラン７５OV 単 4、複 8 

 優秀賞 梅原頼子 全日本ベテラン 45 才 OV 単出場 複 4、

全日本都市対抗テニス出場     

 優秀賞 西川徹哉 全日本 Jr テニス大会 16 才以下複 16 

 優秀賞 上瀧雅巳 全国高専大会団体出場、単 4、複出場 

 優秀賞 関 優 全国高専大会団体、複出場 

 優秀賞 山本 唯 全国高専大会単準優勝、複優勝 



各年度 賞名  氏名 全国大会名 

２０１１ 優秀賞 山川若菜 全国高専大会複優勝 

 優秀団体賞 鈴鹿高専 全国高専大会団体出場 男子 6 名  

    

２０１２ 最優秀選手賞 浅野優子 日本スポーツマスターズ４０OV 単 4 

全国レディース出場 

 優秀賞 長田和典 全国高校総体 団体 4、単 8、複 4、 

全日本 Jr テニス大会 18才以下単 16複 8 

   優秀賞 森下大斗 全国高校総体 複 16 

 優秀賞 千葉南奈 全国高校総体単 32 全国選抜団体出場 

 優秀賞 高田 空 全国中学テニス大会団体、複出場       

 優秀賞 丸山祐莉香 全国中学テニス大会団体、複出場 

 優秀賞 山川若菜 全国高専大会複優勝 

 優秀賞 山本 唯 全国高専大会単 3 位 複優勝 

 優秀賞 岡田進 全日本ベテラン８０OV 単 4 複優勝 

全日本グラスコート７５OV 以上単４複 8 

 優秀賞 田代千代 全国レディース出場 

 優秀賞 藤田順子 全国レディース出場 

 優秀団体賞 鈴鹿高女子 全国選抜高校大会団体出場 6 名 

 優秀団体賞 鈴鹿高専 全国高専大会団体準優勝 男子 6 名 

 優秀団体賞 白子中女子 全国中学生大会団体出場 7 名 

    

２０１３ 最優秀選手賞 千葉南奈 全日本 Jr テニス大会 18 才以下単１６ 

全国高校総体団体、単複出場、複 16 

全日本選手権東日本大会出場 

 優秀賞 勝田美穂 全国高校総体団体出場、複 16 

 優秀賞 谷川 厚 日本スポーツマスターズ単 16 

 優秀賞 丸山祐莉香 全国中学生大会単 32 

 優秀賞 関 優 全国高専大会複準優勝  

 優秀賞 中村晃大 全国高専大会複準優勝 

 優秀賞 岡田 進 全日本ベテラン８０OV 単準優勝、複 8 



各年度 賞名 氏名 全国大会名 

２０１３ 優秀賞 浅野優子 全国レディース出場 

 優秀団体賞 鈴鹿高女子 全国高校総体団体出場 6 名 女子 

    

２０１４ 最優秀選手賞 岡田 進 全日本ベテラン８０OV 単複優勝 

 優秀賞 吉田明日香 全日本 Jr テニス大会 14 才以下単 32 

全国中学生テニス大会単複出場、 

全国選抜 Jr 選手権 15 歳以下単出場 

 優秀賞 大浦玲奈 全国中学生テニス大会複出場 

 優秀賞 谷川 厚 日本スポーツマスターズ単出場 

 優秀賞 北村桃子 全国高校総体単出場 

 優秀賞 安部有紗 全国高校総体単 16 

 優秀賞 藤田純子 ねんりんピック交流全国大会出場 

 優秀団体賞 鈴鹿高女子 全国選抜高校大会出場 9 名 

 優秀団体賞 鈴鹿高専 全国高専大会団体出場 男子 6 名 

    

２０１５ 最優秀選手賞 該当者なし  

 優秀賞 岡田 進 全日本ベテラン８０OV 単複準優勝 

 優秀賞 谷川 厚 日本スポーツマスターズ複出場 

 優秀賞 安部有紗 全国高校総体単出場、複 32 

 優秀賞 明河 樹 全国高校総体複 32 

 優秀賞 浅野優子 全国レディース大会 16 

 優秀賞 鈴木真優子 全国レディース大会 16 

 優秀賞 吉田明日香 MUFG Jr トーナメント出場 

 優秀賞 菰方里菜 RSK 全国選抜 Jr 大会出場 

 優秀賞 川瀬勇輝 全国高専大会単 4 

    

２０１６ 最優秀選手賞 吉田明日香 全国高校総体団体 8 単 16 

全国高校選抜出場 

 優秀賞 岡田 進 全日本ベテラン８０OV 単複準優勝 

 優秀賞 井口 健 ねんりんピック交流全国大会優勝 



各年度 賞名 氏名 全国大会名 

２０１６ 優秀賞 阿部洋子 全国レディース大会出場 

 優秀賞 安部有紗 全国高校総体複 32 

 優秀賞 明河 樹 全国高校総体複 32 

 優秀賞 大浦玲奈 全国高校総体団体 8、全国高校選抜出場 

 優秀賞 大脇藍夏 全国高校選抜出場 

 優秀賞 小川 駿 全日本 Jr テニス大会 14 才以下複出場 

 優秀賞 山中朝陽 全日本 Jr テニス大会 14 才以下複出場 

 優秀賞 川出晶葉 全国小学生選手権大会出場 

 優秀賞 菅原 輝 全国高専大会団体、複出場 

 優秀賞 渡辺康輝 全国高専大会団体、複出場 

 優秀賞 赤塚友香 全国高専大会団体、複出場 

 優秀賞 伊藤美夢 全国高専大会団体、複出場 

 優秀賞 鈴鹿高専 全国高専大会団体出場 男子 6 名 

 特別賞 鈴鹿市代表 郡市対抗男子総合優勝、男女総合優勝 

    

２０１７ 最優秀選手賞 吉田明日香 全国高校総体団体優勝、単 32 

全日本ジュニア 18 才以下単、国体 8 

 優秀賞 大浦玲奈 全国高校総体団体優勝 

 優秀賞 岡田 進 全日本ベテラン 85OV 単準優勝、複優勝 

 優秀賞 山中 博 全日本ベテラン 75OV 単出場 

 優秀賞 山中朝陽 全日本 Jr テニス大会 14才以下単 8複 16 

全国高校選抜 Jr 複出場 

 優秀賞 原 唯華 全国中学生テニス大会複出場 

 優秀賞 菰方里菜 全国中学生テニス大会複出場 

 優秀賞 川出晶葉 全日本 Jr テニス大会 12 才以下単出場 

 優秀団体賞 鈴鹿高専 全国高専大会団体 3 位 男子 6 名 

    

    

    



各年度 賞名 氏名 全国大会名 

２０１８ 最優秀選手賞 岡田 進 全日本ベテラン 85OV 単複優勝 

 優秀賞 伊藤詞童 全国中学生テニス大会複 4 

 優秀賞 山中朝陽 全国中学生テニス大会単 16、 

中牟田杯全国選抜 Jr 単複出場 

 優秀賞 林 妃鞠 全日本 Jr テニス大会 14 才以下単 16 

全国小学生大会単 8 

 優秀賞 森口佳祐 全国高専大会単出場 

 優秀賞 水谷楓真 全国高専大会複出場 

 優秀賞 伊藤 響 全国高専大会複出場 

 優秀賞 伊藤美夢 全国高専大会複出場 

 優秀賞 諸岡真衣 全国高専大会複出場 

 


