
開催月 大会名 本戦 コンソレーション Ａ級 Ｂ級 Ｃ級

第１週

チャンピオンズ

シングルスワン 三浦  翔 南陽  大地 澤入  寛

第４週 大嶋  重行 佐藤  良樹 堀川  宏太

第５週 後藤  祐作 酒井  智章 平原  慎二

第１週 柳田  耕司 佐々木  元彦

チャンピオンズ 三浦  翔 畠山  裕貴 鈴木  裕将

シングルスワン 大野  健 酒井  智章 太田  健

第４週 平原  慎二 澤入  寛

第５週

第１週 木俣  亮介 西  政樹

チャンピオンズ 鈴木  翔大 山岸  拓馬

シングルスワン 中垣  恒 小西  絢太

第４週 ー ー ー ー ー

第５週

第１週 ー ー ー ー ー

チャンピオンズ ー ー ー ー ー

シングルスワン ー ー ー ー ー

第４週 ー ー ー ー ー

第５週 ー ー ー ー ー

第１週 ー ー ー ー ー

チャンピオンズ ー ー ー ー ー

シングルスワン ー ー ー ー ー

第４週 ー ー ー ー ー

第５週

第１週 ー ー ー ー ー

チャンピオンズ ー ー ー ー ー

シングルスワン ー ー ー ー ー

第４週 ー ー ー ー ー

第５週

いだかテニス_月例大会優勝者一覧

中止

＜２０２３年＞

１月

２月

３月

４月

５月

６月
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いだかテニス_月例大会優勝者一覧

開催月 大会名 本戦 コンソレーション Ａ級 Ｂ級 Ｃ級

第１週 ー ー ー ー ー

チャンピオンズ ー ー ー ー ー

シングルスワン ー ー ー ー ー

第４週 ー ー ー ー ー

第５週 ー ー ー ー ー

第１週 ー ー ー ー ー

チャンピオンズ ー ー ー ー ー

シングルスワン ー ー ー ー ー

第４週 ー ー ー ー ー

第５週

第１週 ー ー ー ー ー

チャンピオンズ ー ー ー ー ー

シングルスワン ー ー ー ー ー

第４週 ー ー ー ー ー

第５週

第１週 ー ー ー ー ー

チャンピオンズ ー ー ー ー ー

シングルスワン ー ー ー ー ー

第４週 ー ー ー ー ー

第５週 ー ー ー ー ー

第１週 ー ー ー ー ー

チャンピオンズ ー ー ー ー ー

シングルスワン ー ー ー ー ー

第４週 ー ー ー ー ー

第５週

第１週 ー ー ー ー ー

チャンピオンズ ー ー ー ー ー

シングルスワン ー ー ー ー ー

第４週 ー ー ー ー ー

第５週 ー ー ー ー ー

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

＜２０２３年＞

2 / 16 



いだかテニス_月例大会優勝者一覧

開催月 大会名 本戦 コンソレーション Ａ級 Ｂ級 Ｃ級

第１週

チャンピオンズ 鈴木  誠 ー

シングルスワン 天井  正 後藤  祐作

第４週

第５週 河村  隆一 佐藤  良樹

第１週 岡本  拓也 上野  公大

チャンピオンズ

シングルスワン 田中  祐輝 小境  稔

第４週 大嶋  重行 近藤  彰紀

第５週

第１週 田中  整 堀川  宏太

チャンピオンズ 笠原  英嗣 岡本  拓也

シングルスワン 杉山  拓史 小境  稔

第４週 安藤  大輔 大嶋  重行

第５週

第１週 堀川  宏太 及川  弘康

チャンピオンズ 鈴木  誠 ー

シングルスワン

第４週 岡本  拓也 尾崎  令拓

第５週

第１週 金子  嘉徳 萩野  卓朗・高田  孝幸

チャンピオンズ 熊澤  辰哉 バーンズ  魁

シングルスワン 後藤  祐作 服部  勇介

第４週 櫻木  大志 近藤  彰紀

第５週 宮本  司 萩野  卓朗

第１週 佐藤  孝一 横尾  啓

チャンピオンズ 高部  翼 和田  祐記

シングルスワン 大野  健 櫻木  大志

第４週 山口  宏之 佐藤  孝一

第５週

４月

＜２０２２年＞

１月

２月

３月

５月

６月
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いだかテニス_月例大会優勝者一覧

開催月 大会名 本戦 コンソレーション Ａ級 Ｂ級 Ｃ級

第１週

チャンピオンズ 笠原  英嗣 鈴木  誠

シングルスワン 壁田  一馬 大野  健

第４週 野田  浩史 岩口  浩志

第５週 鈴木  誠 山口  宏之

第１週 三浦  翔 萩野  卓朗

チャンピオンズ 笠原  英嗣 熊澤  辰哉

シングルスワン のだっち 秋葉  健人

第４週 野田  浩史 岩口  浩志

第５週

第１週 ⾧瀬  健太郎 柳田  耕司

チャンピオンズ 三浦  翔 笠原  英嗣

シングルスワン 平原  慎二 岩口  浩志 山本  新一

第４週 大野  健 櫻木  大志 澤入  寛

第５週

第１週 奥村  晃司 居原  利幸

チャンピオンズ

シングルスワン 川下  湧司 平原  慎二

第４週 平原  慎二 半田  好孝

第５週 穂積  凌平 朝井  良太

第１週 細川  拓也 藤井  勝久

チャンピオンズ

シングルスワン 松本  拓磨 山口  宏之 後藤  祐作

第４週 大嶋  重行 岩口  浩志

第５週

第１週 山本  哲也 萩野  卓朗

チャンピオンズ 浜嶋  茂太 稲吉  悠也

シングルスワン 天井  正 山口  宏之

第４週

第５週

雨天中止

中止

１１月

１２月

＜２０２２年＞

７月

８月

９月

１０月
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いだかテニス_月例大会優勝者一覧

開催月 大会名 本戦 コンソレーション Ａ級 Ｂ級 Ｃ級

第１週

チャンピオンズ 非公開 稲森  雄紀

シングルスワン 山口  宏之 鈴木  淳一郎

第４週

第５週 亀井  孝直 南陽  大地

第１週 佐藤  良樹 新谷  佳紀

チャンピオンズ 笠原  英嗣 大谷  拓也

シングルスワン 鈴木  裕将 石塚  広樹

第４週 壁田  一馬 森永  昌和

第５週

第１週 大野  健 近藤  彰紀

チャンピオンズ 笠原  英嗣 小池  隆史

シングルスワン

第４週

第５週

第１週

チャンピオンズ 茅野  宗輝 小池  隆史

シングルスワン 野田  浩史 森永  昌和 近藤  彰紀

第４週 小椋  等 大嶋  重行

第５週

第１週 和田  祐紀 鈴木  淳一郎

チャンピオンズ 小池  隆史

シングルスワン

第４週 杉山  拓史 時岡  貢平

第５週 林  良祐 横田  隆

第１週 田中  祐輝 北川  昌彦

チャンピオンズ 笠原  英嗣 秋田  陸登 河村  隆一

シングルスワン 戸崎  信太郎 近藤  彰紀

第４週 安藤  大輔 ー

第５週

＜２０２１年＞

１月

２月

３月

４月

５月

６月
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いだかテニス_月例大会優勝者一覧

開催月 大会名 本戦 コンソレーション Ａ級 Ｂ級 Ｃ級

第１週 佐藤  充裕 ー

チャンピオンズ 笠原  英嗣 亀井  大 佐藤  隼也

シングルスワン 和田  祐紀 平原  慎二

第４週 田中  祐輝 渡辺  陽

第５週

第１週 北川  昌彦 鈴木  淳一郎

チャンピオンズ 笠原  英嗣 井上  英輝 山崎  竜之介

シングルスワン 熊澤  辰哉 太田  健

第４週

第５週 田中  祐輝 古澤  滉樹

第１週 板倉  雅敬 萩野  卓朗

チャンピオンズ 稲生  悠也 亀井  大

シングルスワン

第４週

第５週

第１週 近藤  彰紀 鈴木  淳一郎

チャンピオンズ 畠山  裕貴 彌永  恭亮 平原  慎二

シングルスワン 杉山  拓史 山口  宏之

第４週 野田  浩史 水野  有貴

第５週 天井  正 水野  有貴

第１週 鈴木  淳一郎 高田  孝幸

チャンピオンズ 高部  翼 小池  隆史 水野  健

シングルスワン 平原  慎二 小柳  浩樹

第４週 水野  有貴 近藤  彰紀

第５週

第１週 半田  好孝 高田  孝幸

チャンピオンズ 村井  独歩 ー

シングルスワン

第４週 水野  有貴 澤入  寛

第５週

＜２０２１年＞

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

6 / 16 



いだかテニス_月例大会優勝者一覧

開催月 大会名 本戦 コンソレーション Ａ級 Ｂ級 Ｃ級

第１週 山口  宏之 鈴木  淳一郎 近藤  彰紀

チャンピオンズ 笠原  英嗣 稲生  悠也 小柳  浩樹

シングルスワン 亀井  孝直 石塚  広樹

第４週 河村  隆一 佐藤  良樹

第５週

第１週 高橋  正洋 武田  佳久

チャンピオンズ 浜嶋  茂太 亀井  孝直

シングルスワン

第４週 林  信栄 野島  健

第５週

第１週 時岡  貢平 座光寺  悠

チャンピオンズ 玉腰  敬大 山岸  拓馬

シングルスワン

第４週 稲森  雄紀 伊能  彰英

第５週 稲森  雄紀 横田  隆

第１週 座光寺  悠 深見  浩史

チャンピオンズ

シングルスワン 畠山  裕貴 野田  浩史

第４週

第５週

第１週

チャンピオンズ

シングルスワン

第４週

第５週

第１週 伊藤  一樹 近藤  彰紀

チャンピオンズ

シングルスワン 藪内  豪 野島  健

第４週 野島  健 浅田  悠太

第５週

２月

３月

４月

５月

６月

１月

＜２０２０年＞
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いだかテニス_月例大会優勝者一覧

開催月 大会名 本戦 コンソレーション Ａ級 Ｂ級 Ｃ級

第１週 雨天中止 則武  謙太郎

チャンピオンズ 岩瀬  英之 鈴木  誠 稲生  悠也

シングルスワン 稲森  雄紀 河村  隆一

第４週

第５週

第１週 後藤  祐作 佐藤  良樹

チャンピオンズ 岩瀬  英之 ー

シングルスワン 鈴木  誠 横田  隆 鈴木  貢徳

第４週 河村  隆一 座光寺  悠

第５週 箕浦  祐己 座光寺  悠

第１週

チャンピオンズ 岩瀬  英之 山本  敬士

シングルスワン

第４週 水野  有貴 山下  湧司

第５週

第１週 山下  湧司 大嶋  重行

チャンピオンズ 笠原  英嗣 大谷  拓也 野島  健

シングルスワン 野島  健 小島  悠輝

第４週 箕浦  祐己 座光寺  悠

第５週

第１週 大嶋  重行 近藤  彰紀

チャンピオンズ 岩瀬  英之 秋田  陸登

シングルスワン 河村  隆一 太田  健 近藤  彰紀

第４週

第５週 小島  悠輝 太田  健 板倉  雅敬

第１週 澤入  寛 木俣  亮介

チャンピオンズ 高部  翼 河村  隆一

シングルスワン 箕浦  祐己 山口  宏之

第４週 野田  浩史 那波  俊平

第５週

１２月

＜２０２０年＞

７月

８月

９月

１０月

１１月
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いだかテニス_月例大会優勝者一覧

開催月 大会名 本戦 コンソレーション Ａ級 Ｂ級 Ｃ級

第１週 藤島  英市 佐藤  良樹

チャンピオンズ 笠原   英嗣 安達  三四郎 沢田  天馬

シングルスワン 藤島  英市 ー

第４週 木村  飛翔 ー

第５週

第１週

チャンピオンズ 笠原  英嗣 内藤  隆治 ー

シングルスワン 箕浦  佑己 松崎  聡 森永  昌和

第４週 天井  正 田中  整

第５週

第１週

チャンピオンズ

シングルスワン 小掠  等 安達  三四郎

第４週 和崎  省伍 伊能  彰英

第５週 天井  正 水野  有貴

第１週 竹田  憲人 小川  智史

チャンピオンズ

シングルスワン 伊能  彰英 毛利  健司 近藤  彰紀

第４週 平原  慎二 時岡  貢平

第５週

第１週 川崎  正徳 太田  健

チャンピオンズ

シングルスワン

第４週 箕浦  佑己 水野  有貴

第５週

第１週 近藤  秀昭 松崎  聡

チャンピオンズ 笠原  英嗣 安達  三四郎 水野  峻

シングルスワン 安達  三四郎 家田  穀士 近藤  彰紀

第４週 中村  恒 河村  隆一

第５週

＜２０１９年＞

１月

２月

３月

４月

５月

６月
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いだかテニス_月例大会優勝者一覧

開催月 大会名 本戦 コンソレーション Ａ級 Ｂ級 Ｃ級

第１週 小柳  浩樹 鈴木  淳一郎

チャンピオンズ

シングルスワン 安達  三四郎 堀部  良治 ー

第４週 岡田  良勝 水野  有貴

第５週

第１週 廣瀬  唯一 時岡  貢平

チャンピオンズ 笠原  英嗣 ー

シングルスワン 平原  慎二 加藤  啓太 ー

第４週 箕浦  佑己 田中  整

第５週

第１週 佐藤  佑樹 渡辺  陽

チャンピオンズ 鈴木  翔大 近藤  裕史 安達  三四郎

シングルスワン 小池  恭広 ー ー

第４週

第５週 亀井  孝直 小柳  浩樹

第１週 関谷  直人 野村  和博

チャンピオンズ 笠原  英嗣 小池  恭広

シングルスワン 鈴木  誠 水野  有貴 ー

第４週 松崎  聡 野村  浩史

第５週

第１週 小島  悠揮 時岡  貢平

チャンピオンズ 笠原  英嗣 稲生  悠也 箕浦  佑己

シングルスワン 黒岩  悠志 伊能  彰英 森永  昌和

第４週 水野  有貴 水野  智仁

第５週

第１週 小川  智史 野島  健

チャンピオンズ 浜嶋  茂太 沢田  天馬 ー

シングルスワン 岩瀬  英之 片岡  芳彦 伊能  彰英

第４週

第５週

１１月

１２月

１０月

＜２０１９年＞

７月

８月

９月

10 / 16 



いだかテニス_月例大会優勝者一覧

開催月 大会名 本戦 コンソレーション Ａ級 Ｂ級 Ｃ級

第１週 稲森  雄紀 竹田  憲人

チャンピオンズ 高部  翼 神谷  拓麻 ー

シングルスワン 廣田  勝紀 鈴木  淳一郎

第４週

第５週

第１週 片岡  龍哉 ⾧野  想

チャンピオンズ 笠原  英嗣 ー 鈴木  裕将

シングルスワン 廣田  勝紀 太田  篤希 ー

第４週 山岸  拓馬 伊能  彰英 ー

第５週

第１週 天井  正 吉川  耕平

チャンピオンズ 笠原  英嗣 山田  孝紀 ー

シングルスワン 武藤  佑太 平原  慎二

第４週 入山  和也 横田  隆 ー

第５週

第１週 伊能  彰英 小川  智史

チャンピオンズ 武藤  佑太 ー

シングルスワン 神谷  拓麻 小掠  等

第４週 平原  慎二 児玉  涼介

第５週 山岸  拓馬 ー

第１週

チャンピオンズ

シングルスワン 鈴木  裕将 天井  正

第４週 安達  三四郎 原田  洋平

第５週

第１週 池田  博紀 山岸  正弘

チャンピオンズ

シングルスワン 斎藤  智哉 沢田  天馬 池田  泰彦

第４週 水野  峻 杉山  拓史 鈴木  淳一郎

第５週

＜２０１８年＞

１月

２月

３月

４月

５月

６月
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いだかテニス_月例大会優勝者一覧

開催月 大会名 本戦 コンソレーション Ａ級 Ｂ級 Ｃ級

第１週 纐纈  貴信 則武  謙太郎

チャンピオンズ

シングルスワン 杉山  崇 池田  泰彦 ー

第４週 池田  博紀 高田  孝幸

第５週 安達  三四郎 山口  貴 佐藤  敦史

第１週 新美  裕幸 吉川  耕平

チャンピオンズ

シングルスワン 水谷  一人 ⾧谷川  照明

第４週 中村  英憲 天井  正

第５週

第１週 加藤  皓史郎 近藤  彰英

チャンピオンズ 鈴木  翔大 稲森  雄紀

シングルスワン 山岸  拓馬 ⾧野  想

第４週 小掠  等 岡本  佳哲

第５週

第１週 山本  智士 近藤  秀昭

チャンピオンズ 笠原  英嗣 山岸  拓馬

シングルスワン 北村  聡児 野島  誠

第４週 山本  新一 伊能  彰英

第５週

第１週 井筒  昴 近藤  秀昭

チャンピオンズ 鈴木  翔大 黒岩  悠志

シングルスワン 鈴木  誠 天井  正

第４週 天井  正 岩田  捺暉

第５週

第１週 田中  亮英 太田  健

チャンピオンズ 高部  翼 笠原  英嗣

シングルスワン 平原  慎二 原田  浩史

第４週

第５週

９月

１０月

１１月

１２月

８月

＜２０１８年＞

７月
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いだかテニス_月例大会優勝者一覧

開催月 大会名 本戦 コンソレーション Ａ級 Ｂ級 Ｃ級

第１週

チャンピオンズ

シングルスワン 入山  和也 加地  真

第４週

第５週

第１週

チャンピオンズ 鈴木  翔大 野村  拓斗

シングルスワン 伊藤  篤 箕浦  佑己

第４週 藤井  貴之 石原  聖一

第５週

第１週 和崎  省伍 川村  隼斗

チャンピオンズ 浜嶋  茂太 加地  真

シングルスワン 藤井  貴之 伊藤  深志

第４週

第５週

第１週 近藤  裕史 竹田  憲人

チャンピオンズ 近藤  裕史 吉田  久哲

シングルスワン 和崎  省伍 信永  尚人

第４週 前田  哲志 杉山  拓史

第５週 加藤  皓史朗 遠山  健太郎

第１週 後呂  洋平 伊能  彰英

チャンピオンズ 浜嶋  茂太 笠原  英嗣

シングルスワン 藤井  貴之 山田  晃

第４週 櫻木  大志 青木  大知

第５週

第１週 杉山  拓史 湯川  雅章

チャンピオンズ 浜嶋  茂太 岡本  秀貴 山田  孝紀

シングルスワン 吉田  久哲 信永  尚人

第４週

第５週

＜２０１７年＞

１月

２月

３月

４月

５月

６月
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いだかテニス_月例大会優勝者一覧

開催月 大会名 本戦 コンソレーション Ａ級 Ｂ級 Ｃ級

第１週

チャンピオンズ 東  裕介 ー

シングルスワン 武藤  佑太 青木  大知 ー

第４週 伊藤  圭輝 杉山  拓史

第５週

第１週 神谷  拓麻 村上  浩一

チャンピオンズ 竹下  直輝 秋田  陸登

シングルスワン 鈴木  誠 廣田  勝紀

第４週 前田  哲志 箕浦  佑己

第５週

第１週 吉田  昇司 松永  大輔

チャンピオンズ 笠原  英嗣 沢田  天馬

シングルスワン

第４週 青木  大知 田中  和義

第５週

第１週 安藤  大輔 天井  正

チャンピオンズ 畠山  裕貴 村越  拓真

シングルスワン

第４週

第５週

第１週 岡松  威宏 吉川  耕平

チャンピオンズ 浜嶋  茂太 斎藤  智哉

シングルスワン 廣田  勝紀 神谷  拓麻

第４週

第５週

第１週

チャンピオンズ 河合  勇之介 加藤  謙一

シングルスワン 鈴木  裕将 天井  正

第４週

第５週

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

＜２０１７年＞
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いだかテニス_月例大会優勝者一覧

開催月 大会名 本戦 コンソレーション Ａ級 Ｂ級 Ｃ級

第１週

チャンピオンズ 小嶋 将斗 水田  知則

シングルスワン

第４週 信永  尚人 杉山  拓史

第５週 服部  啓太 杉山  拓史

第１週 大野  健 杉山  拓史

チャンピオンズ 高部  翼 桑野  哲司

シングルスワン 萩原  隆博 ⾧谷川  正巳

第４週 大野  真寛 鵜飼  翔太

第５週

第１週

チャンピオンズ

シングルスワン 山田  孝紀 池田  泰彦

第４週

第５週

第１週 箕浦  義記 戸田  和之

チャンピオンズ 小嶋 将斗 槇原  大悟

シングルスワン 加藤  怜 池田  泰彦

第４週 沢田  天馬 杉山  崇

第５週

第１週 櫻木  大志 南川  翼

チャンピオンズ 浜嶋  茂太 服部  勇介

シングルスワン 青木  大知 平原  慎二

第４週 沢田  天馬 小島  悠揮

第５週

第１週 鈴木  裕将 後呂  洋平

チャンピオンズ

シングルスワン

第４週 中村  英憲 鈴木  貴徳

第５週

＜２０１６年＞

１月

２月

３月

４月

６月

５月
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いだかテニス_月例大会優勝者一覧

開催月 大会名 本戦 コンソレーション Ａ級 Ｂ級 Ｃ級

第１週

チャンピオンズ 河村  充 沢田  天馬

シングルスワン 松崎  聡 大野  貴之

第４週 中村  恒 加藤  康大

第５週 加藤  孝治 ⾧谷川  正巳

第１週 水野  有貴 鈴木  淳一郎

チャンピオンズ 浜嶋  茂太 ⾧谷川  亮平

シングルスワン 平原  慎二 湯川  雅章

第４週 小栗  友佑 鈴木  淳一郎

第５週

第１週 鵜飼  翔太 竹田  憲人

チャンピオンズ 鈴木  隆之 家田  毅士

シングルスワン

第４週 藤井  貴之 森永  昌和

第５週

第１週 森ノ木  翔 村山  宏久

チャンピオンズ ⾧谷川  亮平 沢田  天馬

シングルスワン 大山  隆史 堀部  良治

第４週 伊藤  健次 小島  直人

第５週 中村  恒 滝口  智之

第１週 伊藤  信清 岡松  威宏

チャンピオンズ 小嶋  将斗 山田  孝紀

シングルスワン 藤井  貴之 山田  彰

第４週

第５週

第１週

チャンピオンズ 浜嶋  茂太 野村  拓斗

シングルスワン 林  宏彰 吉田  久哲

第４週 森永  昌和 深見  浩史

第５週

１１月

１２月

＜２０１６年＞

７月

８月

９月

１０月
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