
NO.1 NO.2

年度 所　属 ス　コ　ア 所　属 年度 所　属 ス　コ　ア 所　属

S 50 平14 島田　大心 滑川市ＴＡ 6-3.　2-1R 飯山　卓生 イイヤマ

S 51 大林　哲 武内ＬＴＣ 資料なし 井沢　信一 日本交通公社 平15 押田　憲克 滑川市ＴＡ 6-2.　2-6.　6-3 若林　辰男 八尾町ＴＡ

S 52 資料なし 平16 押田　憲克 ドリトル動物病院 6-7.　6-3.　6-4 上念　庸作 大 樹

S 53 大林　哲 武内ＬＴＣ 資料なし 井沢　信一 日本交通公社 平17 押田　憲克 ドリトル動物病院 6-0.　6-2 若林　辰男 八尾町ＴＡ

S 54 大林　哲 武内ＬＴＣ 6-3.　6-3 楠　　志郎 武内ＬＴＣ 平18 押田　憲克 ドリトル動物病院 6-4.　6-2 若林　辰男 八尾町ＴＡ

S 55 大林　哲 武内ＬＴＣ 5-7.　6-3.　0-1R 井沢　信一 日本交通公社 平19 森口　新悟 愛知大学 1-6.　6-3.　6-4 押田　憲克 ドリトル動物病院

S 56 今市　勇人 北日本新聞 6-3.　2-6.　6-0 山元　政明 池多ＴＣ 平20 森口　新悟 北日本物産 6-1.　4-6.　6-4 押田　憲克 太陽スポーツ

S 57 楠　　志郎 武内ＬＴＣ 0-6.　6-4.　6-1 井沢　信一 日本交通公社 平21 森口　新悟 北日本物産 7-6.　6-3 押田　憲克 太陽スポーツ

S 58 井沢　信一 日本交通公社 6-1.　6-1 宮越　康隆 小杉ITC 平22 杉森　駿 関西学院大学 6-1.　6-3 森口　新悟 北日本物産

S 59 大林　哲 武内ＬＴＣ 6-2.　6-1 宮越　康隆 小杉ITC 平23 田村　和也 亜細亜大学 6-7.　6-3.　6-3 杉森　駿 関西学院大学

S 60 大林　哲 武内ＬＴＣ 6-7.　1-0 R 井沢　信一 日本交通公社 平24 杉森　駿 関西学院大学 6-2.　6-0 八ッ橋　朋大 あすなろ

S 61 土合　久男 日本体育大学 6-3.　6-2 大林　哲 武内LTC 平25 布目　開士 富山南高校 7-5.　6-0 前田　修吾 TC.ﾛｺﾓｰｼｮﾝ

S 62 小林　正則 富山大学 5-7.　6-2.　6-1 井沢　信一 日本交通公社 平26 田村　和也 テニスユニバース 6-2.　6-2 森口　新悟 実業建設新報社

S 63 小林　正則 富山大学 6-1.　6-3 久々湊　健治 みむら 平27 八ッ橋　朋大 リードケミカル ６４，６４ 福尾　勇希 高岡第一高校

平元 小林　正則 富山大学 6-4.　6-2 山元　純 高岡第一高校 平28 森口　新悟 実業建設新報社 ３６，６１，６２ 福尾　勇希 高岡第一高校

平2 久々湊　健治 みむら 6-7.　6-2.　6-1 相田　塁 高岡第一高校 平29 日下　大暉 高岡ＲＴＣ ７５，０６，６２ 吉田　天彦 中新川郡ＴＡ

平3 尾山　恭章 高岡ＲＴＣ 6-4.　6-3 久々湊　健治 池多ＴＣ 平30 吉田　天彦 上武大学 ６２，６４ 佐伯　優 あすなろ

平4 山元　純 明治大学 7-6.　6-2 尾山　恭章 高岡ＲＴＣ 平31 吉田　天彦 上武大学 ６３，６１ 柴　　大翔 富山中部高校

平5 秋　　俊浩　　　 富山市役所 7-5.　6-3 山元　純 明治大学 令2 中止

平6 秋　　俊浩　　　 磯部ＧＴＣ　 3-6.　6-2.　6-2 藤坂　利昭 JSS富山 令3 吉田　天彦 中新川郡TA ６４，６３ 南沢　真人 富山市TA

平7 秋　　俊浩　　　 磯部ＧＴＣ　 6-1.　7-5 藤坂　利昭 JSS富山

平8 秋　　俊浩　　　 磯部ＧＴＣ　 3-6.　6-2.　6-4 藤坂　利昭 JSS富山

平9 秋　　俊浩　　　 磯部ＧＴＣ　 6-2.　6-4 藤坂　利昭 JSS富山

平10 秋　　俊浩　　　 磯部ＧＴＣ　 6-3.　6-4 尾山　恭章 オヤマ自動車

平11 藤坂　利昭 JSS富山 6-3.　6-0 中井　弘之 磯部GTC

平12 秋　　俊浩　　　 富山市役所 7-6.　2-6.　6-4 飯山　卓生 JSS富山

平13 飯山　卓生 イイヤマ 6-2.　6-2 有倉　正直 TC.ﾛｺﾓｰｼｮﾝ

準決勝進出者　：　　井沢信一 ・ 奥野寿一 ・ 野崎拓哉 ・ 山元政明

富山県春季テニス選手権　歴代優勝者 富山県春季テニス選手権　歴代優勝者
【　一般男子シングルス　】 【　一般男子シングルス　】

優 勝 者 準優勝者 優 勝 者 準優勝者



NO.1 NO.1

年度 優 勝 者 所　属 スコア 準優勝者 所　属 年度 優 勝 者 所　属 スコア 準優勝者 所　属

S 53 百田　妃登美 武内ＬＴＣ 7-5.　6-2 針田　広子 磯部ＧＴＣ 平16 堀田　朋愛 北日本物産 6-4.　6-1 八ッ橋　幸代 大林ＴＣ

S 54 藤縄　祐紀恵 武内ＬＴＣ 6-4.　6-0 百田　妃登美 武内ＬＴＣ 平17 松本　美和 黒部市ＴＡ 6-4.　6-2 阿部　遥 ＪＳＳ富山

S 55 資料なし 平18 水間　晴子 高岡高校 6-4.　6-7R 八ッ橋　幸代 大林ＴＳ

S 56 畔田　幸代 武内ＬＴＣ 6-2. 小坂　次子 女短付属高校 平19 佐伯　志織 富山国際大付属高校 6-2. 4-6. 6-4 八ッ橋　幸代 大林ＴＳ

S 57 畔田　幸代 富山相互銀行 6-2.　6-2 藤縄　祐紀恵 武内ＬＴＣ 平20 大島　志穂 Ｚ-Ⅱ 5-7 .6-4 .6-4 大村　絵里 富山国際大付属高校

S 58 最上　久美子 武内ＬＴＣ 1-6. 6-1. 6-3 藤縄　祐紀恵 武内ＬＴＣ 平21 大村　絵里 富山国際大付属高校 6-0.　6-3 杉原　庸子 センティア

S 59 最上　久美子 武内ＬＴＣ 6-3.　6-4 藤縄　祐紀恵 武内ＬＴＣ 平22 佐伯　志織 東海学院大学 6-0.　6-1 長谷川　麻衣 砺波高校

S 60
1985 久々湊 世里子 大 樹 6-1.　6-2 勢濃　敏子 磯部ＧＴＣ 平23 佐伯　志織 東海学院大学 6-3.　6-4 前田　友花 TCﾛｺﾓｰｼｮﾝ

S 61 久々湊 世里子 大 樹 6-3.　6-3 栄　　 里夏 北日本物産 平24 前田　成良実 富山国際大付属高校 4-6. 6-0 .6-4 佐伯　志織 東海学院大学

S 62 堀田　朋愛 武内ＬＴＣ 6-3.　6-2 久々湊 世里子 大 樹 平25 奥田　真里 立命館大学 6-3. 6-1 佐伯　志織 あすなろ

S 63 栄　　里夏 北日本物産 6-1.　6-1 熊野　奈緒美 インテック 平26 前田　友花 富山国際大付属高校 6-1. 6-0 高橋　うらら おはようTC

平元 栄　　里夏 北日本物産 6-1.　6-0 栗山　明子 栗山ＴＣ 平27 板谷　里音 富山国際大付属高校 7-5,  6-3 大村　絵里 テニスユニバース

平2 堀田　朋愛 富山東部中学 6-1.　6-2 梅原　幸恵 井口小学校 平28 板谷　里音 富山国際大付属高校 ６３,６４ 大村　絵里 富山市ＴＡ

平3 磯野　環 エアーズ 6-1.　6-0 桃井　美千代 北日本物産 平29 大村　絵里 センティア ６０,６３ 高橋　うらら 富山東高校

平4 長谷川　明美 池多ＴＣ 6-3.　6-2 磯野　環 高岡ＲＴＣ 平30 前田　友花 関西学院大学 ６２,６１ 大村　絵里 センティア

平5 長谷川 しのぶ 池多ＴＣ 8-6. 荒木　薫　 北日本物産 平31 高橋　うらら 富山大学 ６０,６０ 高桑　愛実 水橋高校

平6 長谷川 しのぶ 富山第一高校 6-3.　6-3 三島　苗子 富山第一高校 令2 中止

平7 長谷川 しのぶ 富山第一高校 6-2.　6-0 桃井　美千代 北日本物産 令3 不成立

平8 長谷川　明美 名古屋経済大 6-0.　6-1 荒木　薫　 北日本物産

平9 長谷川　明美 北日本物産 6-1.　6-0 田中　姿帆 池多ＴＣ

平10
1998 山本　千香子 富山市役所 6-0.　6-3 前田　小由理 黒部ＳＨＯＴＴ

平11 長谷川　明美 北日本物産 6-3.　6-1 山本　千香子 富山市役所

平12 田中　姿帆 池多ＴＣ 6-4.　7-5 八ツ橋　幸代 大林ＴＣ

平13 八ッ橋　幸代 大林ＴＣ 6-1.　6-1 鈴木　千香子 富山市役所

平14 長谷川　明美 高岡ＲＴＣ 6-3.　6-4 八ッ橋　幸代 大林ＴＣ

平15 長谷川　明美 高岡ＲＴＣ 6-1.　6-3 八ッ橋　幸代 大林ＴＣ

富山県春季テニス選手権　歴代優勝者 富山県春季テニス選手権　歴代優勝者
【　一般女子シングルス　】 【　一般女子シングルス　】



№１ №2

年度 所　属 ス　コ　ア 所　属 年度 所　属 ス　コ　ア 所　属

奥野　寿一 中越合金 野崎　拓哉 北陸銀行 久々湊健治 池多ＴＣ 惣名　哲男 磯部ＧＴＣ

井沢　信一 日本交通公社 山元　政明 ユーストロン 藤坂　利昭 池多ＴＣ 小善　由和 磯部ＧＴＣ

井沢　信一 日本交通公社 山元　政明 武内ＬＴＣ 尾山　恭章 武内ＬＴＣ 楠　　志郎 武内ＬＴＣ

大林　哲 武内ＬＴＣ 留岡　正 武内ＬＴＣ 秋　　俊浩 磯部ＧＴＣ 宮越　康隆 武内ＬＴＣ

尾山　恭章 武内ＬＴＣ 保田　信一 おはようＴＣ

秋　　俊浩 磯部ＧＴＣ 惣名　哲男 磯部ＧＴＣ

井沢　信一 日本交通公社 中川 富山大学 杉本　昌弥 磯部ＧＴＣ 村瀬　克幸 黒部ＳＨＯＴＴ

大林　哲 武内ＬＴＣ 梅沢 富山大学 竹田　聡 富山大学 小善　由和 磯部ＧＴＣ

杉森　清俊 TC.ﾛｺﾓｰｼｮﾝ 保田　信一 おはようＴＣ

藤坂　利昭 JSS 富山 惣名　哲男 磯部ＧＴＣ

楠　　志郎 武内ＬＴＣ 井沢　信一 日本交通公社 杉森　清俊 TC. ﾛｺﾓｰｼｮﾝ 杉本　昌弥 磯部ＧＴＣ

今市　勇人 北日本新聞社 大林　哲 池多ＴＣ 藤坂　利昭 ＪＳＳ富山 竹田　聡 磯部ＧＴＣ

楠　　志郎 武内ＬＴＣ 山元　政明 池多ＴＣ 杉森　清俊 TC. ﾛｺﾓｰｼｮﾝ 高井　誠俊 日本曹達

今市　勇人 北日本新聞社 留岡　正 富山商船 藤坂　利昭 JSS 富山 串岡　正人 高岡ＲＴＣ

井沢　信一 日本交通公社 山元　政明 池多ＴＣ 藤坂　利昭 JSS 富山 保田　信一 おはようＴＣ

楠　　志郎 武内ＬＴＣ 留岡　正 富山商船 飯山　卓生 JSS 富山 ボボイ・デラペーニャ エアーズ

井沢　信一 日本交通公社 山元　政明 池多ＴＣ 上念　庸作 TC. ﾛｺﾓｰｼｮﾝ 飯山　卓生 イイヤマ

楠　　志郎 武内ＬＴＣ 留岡　正 富山商船 有倉　正直 TC.ﾛｺﾓｰｼｮﾝ 島田　大心 富山市ＴＡ

楠　　志郎 武内ＬＴＣ 野崎　拓哉 北陸銀行 飯山　卓生 イイヤマ 松倉　雅俊 おはようＴＣ

宮越　康隆 小杉ＩＴＣ 井沢　信一 日本交通公社 島田　大心 滑川市ＴＡ 角崎　哲夫 おはようＴＣ

楠　　志郎 武内ＬＴＣ 山元　政明 池多ＴＣ 秋　　俊浩 富山市役所 島田　大心 東洋化工

宮越　康隆 小杉ＩＴＣ 留岡　正 富山商船 飯山　卓生 イイヤマ 有倉　正直 TC.ﾛｺﾓｰｼｮﾝ

野崎　拓哉 北陸銀行 林　　美津雄 不二越 村瀬　克幸 黒部ＳＨＯＴＴ 若林　辰男 八尾町ＴＡ

土合　久男 日本体育大学 松井　衷 不二越 滝川　恵介 魚津市ＴＡ 竹田　　聡 大林ＴＣ

井沢　信一 日本交通公社 楠　　志郎 武内ＬＴＣ 中嶋　紀敬 射水郡ＴＡ 島田　大心 ウメケン

岩田　武史 日産化学 宮越　康隆 小杉ＩＴＣ 田村　允人 TC.ﾛｺﾓｰｼｮﾝ 有倉　正直 ウメケン

大野　滋 磯部ＧＴＣ 楠　　志郎 武内ＬＴＣ 高田　昌幸 高岡ＲＴＣ 桝谷　正行 大林ＴＳ

小林　正則 富山大学 宮越　康隆 富士製砥 秋　　俊浩 高岡ＲＴＣ 岡田　共晃 大林ＴＳ

大野　滋 磯部ＧＴＣ 楠　　志郎 武内ＬＴＣ 島田　大心 ウメケン 高田　昌幸 高岡ＲＴＣ

小林　正則 磯部ＧＴＣ 宮越　康隆 武内ＬＴＣ 桝谷　正行 金沢ｽﾘｰﾎﾞﾝﾄﾞ 秋　　俊浩 高岡ＲＴＣ

楠　　志郎 武内ＬＴＣ 米山　秀則 高岡ＲＴＣ 上念　庸作 TC. ﾛｺﾓｰｼｮﾝ 島田　大心 ウメケン

宮越　康隆 武内ＬＴＣ 尾山　恭章 高岡ＲＴＣ 滝川　恵介 太陽スポーツ 桝谷　正行 金沢ｽﾘｰﾎﾞﾝﾄﾞ

保田　信一 おはようＴＣ 永森　浩章 武内ＬＴＣ 島田　大心 ウメケン 中井　弘之 スポーツメイト

松倉　雅俊 武内ＬＴＣ 米山　秀則 高岡ＲＴＣ 桝谷　正行 金沢ｽﾘｰﾎﾞﾝﾄﾞ 北村　悟 三協・立山HD

米山　秀則 高岡ＲＴＣ 大野　滋 磯部ＧＴＣ 上念　庸作 富山市ＴＡ 島田　大心 大林ＴＳ

尾山　恭章 高岡ＲＴＣ 秋　　俊浩 富山大学 滝川　恵介 Y K K 桝谷　正行 大林ＴＳ

S 50 資料なし 平5 4-6.　7-6.　6-2

S 51 資料なし 平6 6-2.　6-3

富山県春季テニス選手権　歴代優勝者 富山県春季テニス選手権　歴代優勝者
【　一般男子ダブルス　】 【　一般男子ダブルス　】

優 勝 者 準優勝者 優 勝 者 準優勝者

S 54 資料なし 平9 6-2.　6-1

S 55 6-3.　6-0 平10 6-3.　6-3

S 52 資料なし 平7 6-2.　6-3

S 53 6-0.　6-4 平8 6-1.　3-6.　6-2

S 58 6-1.　6-4 平13 7-6.　3-6.　6-4

S 59 7-5.　6-3 平14 7-5.　6-2

S 56 7-6.　6-4 平11 5-7.　6-3.　6-4

S 57 6-2.　6-4 平12 6-1.　6-2

S 62 W.O 平17 6-4.　6-4

S 63 6-3.　3-6.　7-6 平18 6-4.　6-4

S 60 6-2.　6-1 平15 6-1.　6-4

S 61 6-2.　6-2 平16 6-1.　6-1

平3 6-1.　6-3 平21 6-2.　6-0

平4 6-4.　2-6.　6-1 平22 7-5.　7-6

平元 6-4.　7-5 平19 6-2.　7-5

平2 6-3.　7-5 平20 3-6.　6-4.　7-5



№３

年度 所　属 ス　コ　ア 所　属

上念　庸作 富山市ＴＡ 島田　大心 ウメケン

滝川　恵介 Y K K 桝谷　正行 金沢ｽﾘｰﾎﾞﾝﾄﾞ

森口　新悟 実業建設新報社 上念　庸作 富山市ＴＡ

前田　修吾 TC.ﾛｺﾓｰｼｮﾝ 滝川　恵介 Y K K

森口　新悟 実業建設新報社 佐藤　俊行 富山市ＴＡ

前田　修吾 TC．ﾛｺﾓｰｼｮﾝ 清水　智明 高岡ＲＴＣ

佐藤　仁徳 高岡ＲＴＣ 森口　新悟 実業建設新報社

清水　雅大 太陽スポーツ 前田　修吾 TC.ﾛｺﾓｰｼｮﾝ

八ッ橋　朋大 リードケミカル 西田　治 中新川郡ＴＡ

杉森　駿 三井住友銀行 北村　悟 高岡市ＴＡ

森口　新悟 実業建設新報社 野中　一輝 中新川郡ＴＡ

前田　修吾 TC.ﾛｺﾓｰｼｮﾝ 辻野　斗馬 富山市ＴＡ

野中　一輝 松 倉 塾 八ッ橋　朋大 リードケミカル

日下　大暉 高岡ＲＴＣ 杉森　駿 三井住友銀行

前田　修吾 ＴＣﾛｺﾓｰｼｮﾝ 野中　一輝 中新川郡ＴＡ

杉森　駿 三井住友銀行 佐伯　優 あすなろ

八ッ橋　朋大 リードケミカル 平川　雄太 リードケミカル

野中　一輝 松 倉 塾 辻野　斗馬 松倉塾

佐伯　優 TCﾛｺﾓｰｼｮﾝ 八ッ橋　朋大 リードケミカル

吉田　天彦 中新川郡TA 南沢　真人 富山市TA

平23 7-5.　6-3

平24 6-0.　6-0

富山県春季テニス選手権　歴代優勝者
【　一般男子ダブルス　】

優 勝 者 準優勝者

平27 6-0.　6-3

平28 6-1.　6-1

平25 6-0.　7-6

平26 6-4.　1-6.　6-4

平31

令2

平29 0-6.　6-3.　7-5

平30 4-6.　6-0　.6-2

3-6.　6-2.　6-1

中止

令3 6-2.　4-6.　6-2



№１ №１

年度 所　属 ス　コ　ア 所　属 年度 所　属 ス　コ　ア 所　属

藤城　順子 西川　典子 栄　　里夏 ＪＳＳ富山 山本　順子 磯部ＧＴＣ

大垣 井田 磯野　環 高岡ＲＴＣ 栗山　明子 栗山ＴＣ

栄　　里夏 ＪＳＳ富山 長谷川 しのぶ 岡本金属

磯野　環 高岡ＲＴＣ 岡本　あゆみ 岡本金属

針田　広子 磯部ＧＴＣ 最上　久美子 武内ＬＴＣ 栄　　里夏 ＪＳＳ富山 最上　久美子 武内ＬＴＣ

勢濃　敏子 磯部ＧＴＣ 藤縄　祐紀恵 武内ＬＴＣ 磯野　環 高岡ＲＴＣ 林　　眞喜子 武内ＬＴＣ

栄　　里夏 ＪＳＳ富山 八ツ橋　幸代 大林ＴＳ

磯野　環 高岡ＲＴＣ 荒木　薫 北日本物産

勢濃　敏子 磯部ＧＴＣ 宮崎　寿美 女短付属高校 栄　　里夏 ＪＳＳ富山 八ツ橋　幸代 大林ＴＳ

熊木　香代子 磯部ＧＴＣ 畔田　幸代 女短付属高校 磯野　環 高岡ＲＴＣ 荒木　薫 北日本物産

勢濃　敏子 磯部ＧＴＣ 小坂　次子 女短付属高校 栄　　里夏 ＪＳＳ富山 八ツ橋　幸代 大林ＴＳ

熊木　香代子 磯部ＧＴＣ 黒川　薫 女短付属高校 磯野　環 高岡ＲＴＣ 荒木　薫 北日本物産

勢濃　敏子 磯部ＧＴＣ 畔田　幸代 富山相互銀行 福本　初枝 武内ＬＴＣ 山本　順子 富山市ＴＡ

熊木　香代子 磯部ＧＴＣ 山室　由美子 武内ＬＴＣ 小柴　たみ 武内ＬＴＣ 田畑　恵子 エア－ズ

勢濃　敏子 磯部ＧＴＣ 大谷　弘恵 磯部ＧＴＣ 八ツ橋　幸代 大林TC 藤井　奈津子 スギノマシン

熊木　香代子 磯部ＧＴＣ 栗山　明子 磯部ＧＴＣ 笹田　節子 東西砺波郡 毛利　美生 滑川市TA

勢濃　敏子 磯部ＧＴＣ 堀井　安子 武内ＬＴＣ 八ツ橋　幸代 大林TC 四谷　正美 碓井ＴＣ

熊木　香代子 磯部ＧＴＣ 小柴　たみ 武内ＬＴＣ 坂井　理紗 富山市ＴＡ 武部　美由紀 TC ﾛｺﾓｰｼｮﾝ

勢濃　敏子 磯部ＧＴＣ 栗山　明子 池多ＴＣ 堀田　朋愛 北日本物産 八ツ橋　幸代 大林ＴＣ

熊木　香代子 磯部ＧＴＣ 久々湊 世里子 大　樹 長谷川　明美 高岡ＲＴＣ 尾間　夕里子 高岡ＲＴＣ

久々湊 世里子 大　樹 最上　久美子 武内ＬＴＣ 堀田　朋愛 北日本物産 八ツ橋　幸代 大林ＴＣ

栄　　里夏 北日本物産 田辺　麻子 金沢市ＴＡ 長谷川　明美 高岡ＲＴＣ 尾間　夕理子 高岡ＲＴＣ

久々湊 世里子 大　樹 勢濃　敏子 磯部ＧＴＣ 堀田　朋愛 北日本物産 八ツ橋　幸代 大林ＴＣ

栄　　里夏 北日本物産 熊木　香代子 磯部ＧＴＣ 長谷川　明美 高岡市ＴＡ 岡田　美砂 高岡ＲＴＣ

山本　順子 磯部ＧＴＣ 最上　久美子 武内ＬＴＣ 堀田　朋愛 北日本物産 八ツ橋　幸代 大林ＴＣ

土田　真由美　　 磯部ＧＴＣ 小柴　たみ 武内ＬＴＣ 長谷川　明美 高岡市ＴＡ 岡田　美砂 高岡ＲＴＣ

最上　久美子 武内ＬＴＣ 栄　　里夏 北日本物産 堀田　朋愛 北日本物産 八ツ橋　幸代 大林ＴＳ

西本　栄子 武内ＬＴＣ 八ツ橋　幸代 大林ＴＳ 長谷川　明美 高岡市ＴＡ 高田　恵子 高岡ＲＴＣ

久々湊 世里子 大　樹 最上　久美子 武内ＬＴＣ 堀田　朋愛 北日本物産 八ツ橋 幸代 大林ＴＳ

栄　　里夏 北日本物産 小柴　たみ 武内ＬＴＣ 長谷川　明美 高岡市ＴＡ 高田　恵子 高岡ＲＴＣ

最上　久美子 武内ＬＴＣ 栗山　明子 栗山ＴＣ 堀田　朋愛 北日本物産 八ツ橋　幸代 大林ＴＳ

栄　　里夏 北日本物産 土田　真由美 磯部ＧＴＣ 長谷川　明美 高岡市ＴＡ 岡田　美砂 高岡ＲＴＣ

栄　　里夏 北日本物産 山本　順子 磯部ＧＴＣ 堀田　朋愛 北日本物産 佐伯　ゆかり あすなろ

磯野　環 高岡ＲＴＣ 栗山　明子 栗山ＴＣ 長谷川　明美 高岡市ＴＡ 鈴木　千香子 富山市TA

栄　　里夏 北日本物産 山本　順子 磯部ＧＴＣ 笹村　若菜 東海学院大学 八ツ橋 幸代 大林ＴＳ

磯野　環 高岡ＲＴＣ 栗山　明子 栗山ＴＣ 佐伯　志織 東海学院大学 佐伯　ゆかり あすなろ

S 51 資料無し 平6 6-1.　6-1

S 52 資料無し 平7 6-1.　6-2

富山県春季テニス選手権　歴代優勝者 富山県春季テニス選手権　歴代優勝者
【　一般女子ダブルス　】 【　一般女子ダブルス　】

優 勝 者 準優勝者 優 勝 者 準優勝者

S 55 6-2.　3-6.　6-3 平10 6-1.　6-3

S 56 7-5.　6-3 平11 6-0.　6-0

S 53 7-6.　4-6.　6-2 平8 6-2.　6-2

S 54 資料無し 平9 6-3.　6-0

S 59 6-3.　7-6 平14 6-2.　6-2

S 60 6-3.　6-1 平15 6-3.　6-0

S 57 7-5.　6-1 平12 6-3.　6-2

S 58 6-1.　6-4 平13 6-3.　6-1

S 63 6-4.　3-6.　6-4 平18 6-0.　6-1

平元 6-4.　4-6.　RET 平19 6-4.　6-3

S 61 6-1.　6-2 平16 6-1.　6-1

S 62 3-6.　6-2.　6-2 平17 6-3.　6-2

平4 6-1.　6-4 平22 6-1.　6-0

平5 6-4.　6-2 平23 6-4.　6-3

平2 6-2.　3-6.　6-4 平20 6-1.　6-3

平3 5-7.　6-0.　6-4 平21 6-1.　6-2



№3

年度 所　属 ス　コ　ア 所　属

佐伯　志織 東海学院大学 八ツ橋　幸代 大林TS

大間知　志保 東海学園大学 高橋　好江 富山市TA

笹村　若菜 あすなろ 八ツ橋　幸代 大林ＴＳ

佐伯　志織 あすなろ 高橋　好江 富山市TA

八ツ橋　幸代 大林ＴＳ 杉原　庸子 センティア

高橋　好江 富山市ＴＡ 植田　かをり センティア

平27 菅谷　綾 Ｚ-Ⅱ 新出　愛実 大林ＴＳ

堀　　綾香 Ｚ-Ⅱ 小川　梨佳 センティア

平28 大村　絵里 富山市ＴＡ 八ツ橋　幸代 大林ＴＳ

小川　梨佳 センティア 高橋　好江 富山市TA

大村　絵里 センティア 笹村　若菜 松倉塾

小川　梨佳 センティア 菅谷　綾 松倉塾

大村　絵里 センティア 八ツ橋　若菜 松倉塾

林　　和香那 南砺市ＴＡ 小川　梨佳 センティア

蓬沢　絵里 センティア 八ツ橋　若菜 わくわくテニス

林　　和香那 南砺市ＴＡ 宮田　真澄 松倉塾

小川　梨佳 センティア 八ツ橋　若菜 わくわくテニス

奥田　真里 エアーズ 宮田　真澄 松倉塾

平24 6-2.　6-2

平25 6-2.　6-1

富山県春季テニス選手権　歴代優勝者
【　一般女子ダブルス　】

優 勝 者 準優勝者

6-1.　6-1

平29 6-3.　7-5

平26 6-1.　6-1

　　6-2.　4-5　Ret　

令2 中止

令3 6-2.　6-0

平30 6-4.　6-1

平31 7-5.　6-2



NO.1 NO.2

年度 所　属 ス　コ　ア 所　属 年度 所　属 ス　コ　ア 所　属

第1回
S 53 大林　哲夫 大林ＴＳ ６４・６１ 宮本　炳道 燐化学 平30 秋　　俊浩 富山市役所 ８－１ 神田　匡晴 高岡ＲＴＣ

S 54 宮本　炳道 武内ＬＴＣ リ－グ戦（６勝０敗） 橋場　善正 武内ＬＴＣ 平31 高橋　研太 富山市ＴＡ ９－７ 中谷　昇一 南砺市ＴＡ

S 55 橋場　善正 武内ＬＴＣ ６１・６４ 高木　泰作 クラレ 令2 中止

S 56 坂井　勝義 高岡ＲＴＣ ６３・６４ 橋場　善正 武内ＬＴＣ 令3 米澤　忠司 氷見市TA ８－０ 中谷　昇一 南砺市ＴＡ

S 57 大林　哲夫 大林ＴＳ ６２・６１ 武内　哲弥 高岡ＲＴＣ

S 58 橋場　善正 杉沢薬品 ６１・７５ 水谷　岩夫 佐藤工業

S 59 橋場　善正 杉沢薬品 ７６・３６・６３ 水谷　岩夫 佐藤工業

S 60 橋場　善正 ケンユ薬品 リ－グ戦（３勝０敗） 武内　哲弥 高岡ＲＴＣ

S 61 橋場　善正 ケンユ薬品 ６２・６２ 武内　哲弥 高岡ＲＴＣ

S 62 山元　政明 池多ＴＣ ６０・Ret 大林　哲夫 大林ＴＳ

S 63 山元　政明 池多ＴＣ ０６・７５・６２ 西本　満夫 武内ＬＴＣ

平元 山元　政明 池多ＴＣ ６２・６１ 西本　満夫 武内ＬＴＣ

平2 野崎　拓哉 北陸銀行 ５２・Ret 山元　政明 池多ＴＣ

平3 野崎　拓哉 北陸銀行 ６２・７５ 中島　久男 大林ＴＳ

平4 野崎　拓哉 北陸銀行 ９－７ 山元　政明 池多ＴＣ

平5 中島　久男 大林ＴＳ ８－６ 山元　政明 池多ＴＣ

平6 南　　真司 井波町ＴＳ ８－５ 長谷田　泰男 高岡ＲＴＣ

平7 南　　真司 東西砺波郡ＴＡ ８－６ 竹脇　康一 高岡ＲＴＣ

平8 野崎　拓哉 北陸銀行 ９－８ 長谷田　泰男 高岡ＲＴＣ

平9 永田　幸明 上市美ん奈ＴＣ ８－６ 南　　真司 井波総合病院

平10 山口　宏樹 高岡ＲＴＣ ８－３ 井沢　信一 池多ＴＣ

平11 楠　　志郎 武内ＬＴＣ ８－６ 山口　宏樹 高岡ＲＴＣ

平12 井沢　信一 池多ＴＣ ９－８ 楠　　志郎 武内ＬＴＣ

不成立

平15 村瀬　克幸 黒部ＳＨＯＴＴ ８－６. 松倉　雅俊 おはようＴＣ

不成立

平 24 清水　達史 八尾ＴＣ ８－３. 神田　匡晴 高岡ＲＴＣ

平 25 橋場　元 富山ＩＴＳ ８－４. 清水　達史 八尾ＴＣ

不成立

平成13～14

平成16～23

平成26～29

富山県春季テニス選手権　歴代優勝者 富山県春季テニス選手権　歴代優勝者
【　45歳以上男子シングルス　】 【　45歳以上男子シングルス　】

優 勝 者 準優勝者 優 勝 者 準優勝者



№１ №2

年度 所　属 ス　コ　ア 所　属 年度 所　属 ス　コ　ア 所　属

宮本　炳道 武内ＬＴＣ リ－グ戦 朝日　豊嗣 クラレ 南　　真司 東西砺波郡ＴＡ 井沢　信一 池多ＴＣ

大林　哲夫 武内ＬＴＣ （３勝０敗） 高木　泰作 クラレ 楠　　志郎 武内ＬＴＣ 山口　宏樹 高岡ＲＴＣ

坂井　勝義 高岡ＲＴＣ リ－グ戦 宮本　炳道 武内ＬＴＣ 井沢　信一 池多ＴＣ リ－グ戦 森　　義明 富山市ＴＡ

武内　哲弥 高岡ＲＴＣ （２勝０敗） 橋場　善正 杉沢薬品 楠　　志郎 富山市ＴＡ （２勝0敗） 八幡　忠広 北陸電力

橋場　善正 杉沢薬品 リ－グ戦 宮崎　甚一 大　樹 村瀬　克幸 黒部ＳＨＯＴＴ リ－グ戦 野田　薫 日本曹達

水谷　岩夫 佐藤工業 （２勝０敗） 武内　哲弥 高岡ＲＴＣ 山口　宏樹 高岡ＲＴＣ （３勝0敗） 神田　匡晴 高岡ＲＴＣ

橋場　善正 杉沢薬品 リ－グ戦 坂井　勝義 高岡ＲＴＣ 松倉　雅俊 おはようＴＣ 村瀬　克幸 黒部ＳＨＯＴＴ

水谷　岩夫 佐藤工業 （２勝０敗） 武内　哲弥 高岡ＲＴＣ 角崎　哲夫 おはようＴＣ 西川　常雄 上市美ん奈ＴＣ

橋場　善正 杉沢薬品 宮本　炳道 武内ＬＴＣ 神田　匡晴 高岡ＲＴＣ 松枝　文男 上市美ん奈ＴＣ

水谷　岩夫 佐藤工業 林　　 幹人 磯部ＧＴＣ 野田　薫 日本曹達 永田　幸明 スギノマシン

坪倉　利孝 高岡ＲＴＣ リ－グ戦 村瀬　克幸 黒部ＳＨＯＴＴ

惣名　哲男 富山市ＴＡ （３勝1敗） 松倉　雅俊 おはようＴＣ

山元　政明 池多ＴＣ 橋場　善正 ケンユ薬品 坪倉　利孝 高岡ＲＴＣ 村瀬　克幸 黒部ＳＨＯＴＴ

留岡　正 富山商船 水谷　岩夫 佐藤工業 伏喜　裕久 高岡ＲＴＣ 松倉　雅俊 おはようＴＣ

山元　政明 池多ＴＣ 勢濃　行雄 磯部ＧＴＣ 神田　匡晴 高岡ＲＴＣ 村瀬　克幸 黒部ＳＨＯＴＴ

留岡　正 富山商船 老田　征彦 磯部ＧＴＣ 大浦　孝之 砺波市ＴＡ 松倉　雅俊 おはようＴＣ

山元　政明 池多ＴＣ 勢濃　行雄 磯部ＧＴＣ 保田　信一 おはようＴＣ 大浦　孝之 高岡ＲＴＣ

留岡　正 富山商船 老田　征彦 磯部ＧＴＣ 松倉　雅俊 おはようＴＣ 高井　誠俊 高岡ＲＴＣ

山元　政明 池多ＴＣ 浦野　克己 磯部ＧＴＣ 保田　信一 おはようＴＣ 高井　誠俊 高岡ＲＴＣ

留岡　正 池多ＴＣ 勢濃　行雄 磯部ＧＴＣ 松倉　雅俊 おはようＴＣ 杉森　清俊 TC.ﾛｺﾓｰｼｮﾝ

野崎　拓哉 北陸銀行 山元　政明 池多ＴＣ 保田　信一 おはようＴＣ 大石　吉規 高岡ＲＴＣ

中島　久男 大林ＴＳ 留岡　 正 池多ＴＣ 松倉　雅俊 おはようＴＣ 三浦　隆治 高岡ＲＴＣ

野崎　拓哉 北陸銀行 中島　久男 大林ＴＳ 若林　辰男 八尾ＴＣ 大石　吉規 高岡ＲＴＣ

神代　靖久 高岡ＲＴＣ 藤田　精一 大林ＴＳ 杉森　清俊 TC.ﾛｺﾓｰｼｮﾝ 三浦　隆治 高岡ＲＴＣ

西本　満夫 武内ＬＴＣ 山元　政明 池多ＴＣ 大石　吉規 高岡ＲＴＣ 堀　　安宏 高岡市ＴＡ

蛯谷　俊允 武内ＬＴＣ 中島　久男 大林ＴＳ 高井　誠俊 日本曹達 中川　智 入善町ＴＡ

長谷田　泰男 高岡ＲＴＣ 中島　久男 大林ＴＳ 大石　吉規 高岡ＲＴＣ 若林　辰男 八尾ＴＣ

竹脇　康一 高岡ＲＴＣ 鍛冶　富夫 高岡ＲＴＣ 高井　誠俊 日本曹達 杉森　清俊 TC.ﾛｺﾓｰｼｮﾝ

南　　真司 東西砺波郡ＴＡ 長谷田　泰男 高岡ＲＴＣ 大石　吉規 高岡ＲＴＣ 西田　治 中新川郡ＴＡ　

朝野　博典 武内ＬＴＣ 竹脇　康一 高岡ＲＴＣ 高井　誠俊 日本曹達 中川　智 入善町ＴＡ

長谷田　泰男 高岡ＲＴＣ 中島　久男 大林ＴＳ 押田　憲克 太陽スポーツ 西田　治 中新川郡ＴＡ　

竹脇　康一 高岡市役所 土井　捷三郎 上市美ん奈ＴＣ 村田　正博 高岡ＲＴＣ 北村　悟 高岡市ＴＡ

野崎　拓哉 北陸銀行 永田　幸明 上市美ん奈ＴＣ 押田　憲克 太陽スポーツ 西田　治 中新川郡ＴＡ　

南　　真司 井波総合病院 土井　捷三郎 上市美ん奈ＴＣ 北島　利浩　 おはようＴＣ 柳原　靖憲 あすなろ

南　　真司 東西砺波郡ＴＡ 永田　幸明 上市美ん奈ＴＣ 村田　正博 高岡ＲＴＣ 押田　憲克 太陽スポーツ

井沢　信一 池多ＴＣ 長谷田　泰男 高岡ＲＴＣ 柳原　靖憲 松 倉 塾 北島　利浩　 おはようＴＣ

第1回
S 53

平11 ６－４・６－４

S 54~55 資料なし 平12 不成立

富山県春季テニス選手権　歴代優勝者 富山県春季テニス選手権　歴代優勝者
【　45歳以上男子ダブルス　】 【　45歳以上男子ダブルス　】

優 勝 者 準優勝者 優 勝 者 準優勝者

８－５.

S 59 ６－２・６－２ 平16 ８－４.

S 60~61 資料なし 平17

S 56 平13

S 57 平14

S 58 平15

平元 ６－２・６－３ 平20 ８－４

平 2 ６－３・６－３ 平21 ８－０

S 62 ６－３・６－３ 平18 ８－４.

S 63 ６－２・６－１ 平19 ９－７

平 5 ８－５ 平24 ９－８.

平 6 ９－７ 平25 ８－５

平 3 ６－１・７－５ 平22 ８－５

平 4 ８－４ 平23 ８－５

平 9 ８－３ 平28 ８－６

平10 ７－５・６－２ 平29 ８－４

平 7 ６－４・６－４ 平26 ８－６.

平 8 ６－３・６－４ 平27 ８－1



NO.1 NO.1

年度 所　属 ス　コ　ア 所　属 年度 所　属 ス　コ　ア 所　属
第1回
平 4 三日市 政司 おはようＴＣ ６－３  RET 松島　修 武内ＬＴＣ

第1回
平 4 伏喜　裕久 高岡ＲＴＣ ８－４ 楠　　志郎 武内ＬＴＣ

平 5 藤田　精一 大林ＴＳ ８－２ 大林   哲夫 武内ＬＴＣ 平 5 保田　信一 おはようＴＣ ９－７ 村瀬　克幸 黒部SHOTT

平 6 滝川   正樹 美ん奈ＴＣ ８－０ 小島   俊彰 武内ＬＴＣ 平 6 保田　信一 おはようＴＣ ８－５ 楠　　志郎 武内ＬＴＣ

平 7 滝川   正樹 美ん奈ＴＣ ８－６ 米谷   伸一 おはようＴＣ 平 7 神田　匡晴 高岡ＲＴＣ ９－８（３） 保田　信一 おはようＴＣ

平 8 滝川   正樹 美ん奈ＴＣ ８－１ 小島   俊彰 おはようＴＣ 平 8 楠　　志郎 武内ＬＴＣ ４－６  RET 保田　信一 おはようＴＣ

平 9 窪田   育夫 井波町ＴＡ ８－４ 小島   俊彰 佐藤工業 平 9 村瀬　克幸 黒部SHOTT ８－３ 惣名　哲男 磯部ＧＴＣ

平 10 野崎   拓哉 北陸銀行 ８－４ 土井　捷三郎 武内ＬＴＣ 平 10 村瀬　克幸 黒部SHOTT ８－１ 楠　　志郎 武内ＬＴＣ

平 11 野崎   拓哉 北陸銀行 ８－４ 土井　捷三郎 高岡ＲＴＣ 平 11 高井　誠俊 日本曹達 ８－６ 村瀬　克幸 黒部SHOTT

平 12 野崎   拓哉 武内ＬＴＣ ８－４ 南      真司 東西砺波郡ＴＡ 平 12 村瀬　克幸 黒部SHOTT ８－６ 高井　誠俊 日本曹達

平 13 南　　真司 東西砺波郡ＴＡ ８－２ 池田　正嗣 小矢部市TA 平 13 保田　信一 おはようＴＣ ８－５ 柴　　潤一 インテック

平 14 野崎　拓哉 富山市ＴＡ ８－２ 南　　真司 東西砺波郡ＴＡ 平 14 高井　誠俊 日本曹達 ８－０ 山口　宏樹 高岡ＲＴＣ

平 15 野崎　拓哉 富山市ＴＡ ８－４. 永田　幸明 スギノマシン 平 15 清水　達史 八尾町ＴＡ ８－５ 高橋　伸成 おはようＴＣ

平 16 永田　幸明 スギノマシン ﾘｰｸﾞ戦(3勝1敗) 米沢　繁 高岡ＲＴＣ 平 16 秋　　俊浩 富山市役所 ８－２ 高橋　伸成 おはようＴＣ

平 17 松枝　文男 上市美ん奈ＴＣ ﾘｰｸﾞ戦(3勝0敗) 平野　雅憲 八尾町ＴＡ 平 17 押田　憲克 ﾄﾞﾘﾄﾙ動物病院 ８－１ 秋　　俊浩 富山市役所

平 18 伏喜　裕久 高岡ＲＴＣ ﾘｰｸﾞ戦(3勝1敗) 神田　匡晴 高岡ＲＴＣ 平 18 秋　　俊浩 富山市役所 ８－６ 押田　憲克 ﾄﾞﾘﾄﾙ動物病院

平 19 村瀬　克幸 黒部ＳＨＯＴＴ ８－３ 伏喜　裕久 高岡ＲＴＣ 平 19 秋　　俊浩 高岡ＲＴＣ ８－１ 北村　悟 三協・立山ＨＤ

平 20 伏喜　裕久 高岡ＲＴＣ ﾘｰｸﾞ戦(2勝0敗) 神田　匡晴 高岡ＲＴＣ 平 20 押田　憲克 太陽スポーツ ８－３ 窪田　啓司 高岡ＲＴＣ

不成立 平 21 押田　憲克 太陽スポーツ W.O 秋　　俊浩 高岡ＲＴＣ

平 23 伏喜　裕久 高岡ＲＴＣ ８－５. 村瀬　克幸 黒部SHOTT 平 22 押田　憲克 太陽スポーツ ８－１ 高橋　伸成 おはようＴＣ

不成立 平 23 押田　憲克 太陽スポーツ ８－６ 若林　辰男 八尾ＴＣ

平 26 神田　匡晴 高岡ＲＴＣ ８－１ 鈴木　清次 高岡ＲＴＣ 平 24 若林　辰男 八尾町ＴＡ ９－７ 江目　尚純 おはようＴＣ

平 27 根建　靖弘 富山市ＴＡ ９－７ 佐瀬　直樹 富山ＩＴＳ 平 25 江目　尚純 おはようＴＣ ８－５ 高橋　伸成 おはようＴＣ

平 28 伏喜　裕久 高岡ＲＴＣ ８－２ 清水　義弘 氷見市ＴＡ 平 26 村田　正博 高岡ＲＴＣ ８－４ 秋　　俊浩 あすなろ

平 29 伏喜　裕久 高岡ＲＴＣ ８－５. 神田　匡晴 高岡ＲＴＣ 平 27 滝川　恵介 Y K K ８－５ 村田　正博 高岡ＲＴＣ

平 30 高橋　伸成 おはようＴＣ ８－４. 伏喜　裕久 高岡ＲＴＣ 平 28 若林　辰男 八尾町ＴＣ ８－６ 村田　正博 高岡ＲＴＣ

平 31 秋　　俊浩 富山市役所 ８－１ 佐伯　孝夫 ＴＣﾛｺﾓｰｼｮﾝ 平 29 押田　憲克 太陽スポーツ ８－２ 滝川　恵介 ＹＫＫ

令2 中止 平 30 押田　憲克 太陽スポーツ ８－５ 小中　章行 センティア

令3 不成立 平 31 押田　憲克 太陽スポーツ ８－０ 小中　章行 センティア

平成 21～22

平成 24～25

富山県春季テニス選手権　歴代優勝者 富山県春季テニス選手権　歴代優勝者
【　50歳以上男子シングルス　】 【　35歳以上男子シングルス　】

優 勝 者 準優勝者 優 勝 者 準優勝者



№１ №2

年度 所　属 ス　コ　ア 所　属 年度 所　属 ス　コ　ア 所　属

村瀬　克幸 黒部SHOTT 本田   邦博 高岡市役所 村田　正博 高岡ＲＴＣ 中井　弘之 ソニー生命

吉川　高広 魚津市ＴＡ 橋本   吉生 高岡市役所 清水　智明 高岡ＲＴＣ 北村　悟 三協立山HD

保田　信一 おはようＴＣ 楠      志郎 武内ＬＴＣ

惣名　哲男 磯部ＧＴＣ 宮越   康隆 武内ＬＴＣ

保田　信一 おはようＴＣ 楠      志郎 武内ＬＴＣ

惣名　哲男 磯部ＧＴＣ 宮越   康隆 武内ＬＴＣ

保田　信一 おはようＴＣ 前田   哲幸 黒部SHOTT

惣名　哲男 磯部ＧＴＣ 村瀬　克幸 黒部SHOTT

保田　信一 おはようＴＣ 西川   常雄 上市美ん奈ＴＣ

惣名　哲男 磯部ＧＴＣ 永森   浩章 スポーツメイト

保田　信一 おはようＴＣ 楠      志郎 武内ＬＴＣ

惣名　哲男 磯部ＧＴＣ 宮越   康隆 武内ＬＴＣ

楠　　志郎 武内ＬＴＣ 惣名　哲男 美ん奈ＴＣ

村瀬　克幸 黒部SHOTT 西川    常雄 美ん奈ＴＣ

西川　常雄 美ん奈ＴＣ 保田　信一 おはようＴＣ

村瀬　克幸 黒部SHOTT 惣名　哲男 磯部ＧＴＣ

井沢　信一 池多ＴＣ 村瀬　克幸 黒部SHOTT

楠　　志郎 武内ＬＴＣ 惣名　哲男 磯部ＧＴＣ

松倉　雅俊 おはようＴＣ 村瀬　克幸 黒部SHOTT

角崎　哲夫 おはようＴＣ 惣名　哲男 富山市TA

松倉　雅俊 おはようＴＣ 米田　宗弘 碓井ＴＣ

角崎　哲夫 おはようＴＣ 太田　正幸 富山市TA

岡部　勝一 美ん奈ＴＣ 西田　治 上市美ん奈ＴＣ

高橋　伸成 おはようＴＣ 柴山　円輔 上市美ん奈ＴＣ

尾山　恭章 東西砺波TA 柴山　円輔 上市美ん奈ＴＣ

秋　　俊浩 富山市役所 魚谷　明正 上市美ん奈ＴＣ

高田　正幸 高岡ＲＴＣ リ－グ戦 佐伯　孝夫 TC.ﾛｺﾓｰｼｮﾝ

高井　誠俊 高岡ＲＴＣ （４勝０敗） 吉田　和彦 富山市ＴＡ

高田　正幸 高岡ＲＴＣ 押田　憲克 ﾄﾞﾘﾄﾙ動物病院

秋　　俊浩 高岡ＲＴＣ 中井　弘之 スポーツメイト

高田　正幸 高岡ＲＴＣ 杉森　清俊 TC.ﾛｺﾓｰｼｮﾝ

秋　　俊浩 高岡ＲＴＣ 若林　辰男 八尾町ＴＡ

高田　正幸 高岡ＲＴＣ 大石　吉規 高岡ＲＴＣ

秋　　俊浩 高岡ＲＴＣ 三浦　隆治 高岡ＲＴＣ

秋　　俊浩 高岡ＲＴＣ 佐伯　孝夫 TC.ﾛｺﾓｰｼｮﾝ

澤武　功純 TC.ﾛｺﾓｰｼｮﾝ 浦山　慎治 YKK

中止

富山県春季テニス選手権　歴代優勝者 富山県春季テニス選手権　歴代優勝者
【　35歳以上男子ダブルス　】 【　35歳以上男子ダブルス　】

優 勝 者 準優勝者 優 勝 者 準優勝者

第1回
平 ４

８－５ ８－２

平 ５ ４６・６２・６２ 平 23～31　 不成立

平 22

平 ６ ６７・６４・６１ 令2

平 ７ ３６・６１・６０ 令3

平 ８ ６７・６０・６２

平 ９ ８－３

平 10 ６４・６３

平 11 ４６・６２・６３

平 15 ８－５

平 12 ７６・５７・６４

平 13 ８－６

平 14 ８－４

平 16 ８－４

平 17

不成立

平 21 ８－４

平 20 ８－1

平 18 ８－４

平 19 ８－６



№１ №2

年度 所　属 ス　コ　ア 所　属 年度 所　属 ス　コ　ア 所　属

吉田　三郎 武内ＬＴＣ 上野　博基 磯部ＧＴＣ

宮本　炳道 武内ＬＴＣ 河上　博 磯部ＧＴＣ

大林　哲夫 大林ＴＳ 宮本　炳道 武内ＬＴＣ 野崎　拓哉 富山市ＴＡ リ－グ戦 井沢　信一 池多ＴＣ

杉本　茂 上市高校教員 朝日　豊嗣 武内ＬＴＣ 松枝　文男 上市美ん奈ＴＣ （２勝０敗） 山口　宏樹 高岡ＲＴＣ

野崎　拓哉 富山市ＴＡ 井沢　信一 池多ＴＣ

松枝　文男 上市美ん奈ＴＣ 山口　宏樹 高岡ＲＴＣ

伏喜　裕久 高岡ＲＴＣ 橋爪　庄三郎 高岡ＲＴＣ

松枝　文男 上市美ん奈ＴＣ 平坂　敏一 高岡市役所

伏喜　裕久 高岡ＲＴＣ 松枝　文男 センティア

神田　匡晴 高岡ＲＴＣ 大勝　真 高岡市ＴＡ

朝日　豊嗣 武内ＬＴＣ 橋爪　庄三郎 高岡ＲＴＣ 伏喜　裕久 高岡ＲＴＣ リ－グ戦 滝川　正樹 センティア

橋場　与梓正 武内ＬＴＣ 山勢　慶三 高岡ＲＴＣ 神田　匡晴 高岡ＲＴＣ （２勝０敗） 松枝　文男 センティア

朝日　豊嗣 武内ＬＴＣ 橋爪　庄三郎 高岡ＲＴＣ 伏喜　裕久 高岡ＲＴＣ 惣名　哲男 センティア

橋場　与梓正 武内ＬＴＣ 山勢　慶三 高岡ＲＴＣ 神田　匡晴 高岡ＲＴＣ 松枝　文男 センティア

橋爪　庄三郎 高岡ＲＴＣ 朝日　豊嗣 武内ＬＴＣ 伏喜　裕久 高岡ＲＴＣ 保田　信一 おはようTC

山勢　慶三 高岡ＲＴＣ 橋場　与梓正 武内ＬＴＣ 神田　匡晴 高岡ＲＴＣ 惣名　哲男 センティア

橋場　与梓正 武内ＬＴＣ 橋爪　庄三郎 高岡ＲＴＣ 伏喜　裕久 高岡ＲＴＣ 松枝　文男 センティア

山元　政明 池多ＴＣ 山勢　慶三 高岡ＲＴＣ 神田　匡晴 高岡ＲＴＣ 酒井　浩司 センティア

橋場　与梓正 武内ＬＴＣ リ－グ戦 吉田　実 高岡ＲＴＣ 伏喜　裕久 高岡ＲＴＣ 松枝　文男 センティア

山元　政明 池多ＴＣ （２勝０敗） 米谷　伸一 池多ＴＣ 神田　匡晴 高岡ＲＴＣ 酒井　浩司 センティア

橋場　与梓正 武内ＬＴＣ 吉田　実 高岡ＲＴＣ 伏喜　裕久 高岡ＲＴＣ 松枝　文男 センティア

山元　政明 池多ＴＣ 米谷　伸一 池多ＴＣ 神田　匡晴 高岡ＲＴＣ 酒井　浩司 センティア

高井　誠俊 高岡ＲＴＣ 村瀬　克幸 黒部ＳＨＯＴＴ

西田　治 松倉塾 大浦　孝之 高岡ＲＴＣ

山元　政明 池多ＴＣ リ－グ戦 原　　正勝 上市美ん奈TC 高井　誠俊 高岡ＲＴＣ 大浦　孝之 南砺市ＴＡ

野崎　拓哉 北陸銀行 （４勝０敗） 滝川　正樹 上市美ん奈TC 大石　吉規 高岡ＲＴＣ 西田　治 松倉塾

野崎　拓哉 武内ＬＴＣ 橋場　善正 池多ＴＣ

蛯谷　俊允 武内ＬＴＣ 山元　政明 池多ＴＣ

原　　正勝 上市美ん奈ＴＣ リ－グ戦 野崎　拓哉 武内ＬＴＣ 大浦　孝之 南砺市TA 高井　誠俊 高岡市TA

土井　捷三郎 上市美ん奈ＴＣ （４勝０敗） 蛯谷　俊允 武内ＬＴＣ 西田　治 中新川郡TA 大石　吉規 高岡市TA

野崎　拓哉 池多ＴＣ リ－グ戦 土井　捷三郎 上市美ん奈TC

蛯谷　俊允 富山市ＴＡ (３勝０敗） 原　　正勝 上市美ん奈TC

野崎　拓哉 富山市ＴＡ 土井　捷三郎 上市美ん奈TC

蛯谷　俊允 富山市ＴＡ 原　　正勝 上市美ん奈TC

野崎　拓哉 富山市ＴＡ リ－グ戦 土井　捷三郎 上市美ん奈TC

蛯谷　俊允 富山市ＴＡ （２勝０敗） 原　　正勝 上市美ん奈TC

野崎　拓哉 富山市ＴＡ リ－グ戦 土井　捷三郎 上市美ん奈TC

蛯谷　俊允 富山市ＴＡ （２勝０敗） 原　　正勝 上市美ん奈TC

富山県春季テニス選手権　歴代優勝者 富山県春季テニス選手権　歴代優勝者
【　55歳以上男子ダブルス　】 【　55歳以上男子ダブルス　】

優 勝 者 準優勝者 優 勝 者 準優勝者

S 61 ６１・１６・６１ 平 17~19　　 不成立

S 62 ７５・２６・６３ 平 20

S 63 不成立 平 21 ８－1

平元 不成立 平 22 ８－０

平 2 不成立 平 23 ６７.７５.６０

平 3 ４６・６３・６１ 平 24

平 4 ６１・６３ 平 25 ８－５

平 5 １６・７５・６２ 平 26 ８－５

平 6 ６１・６２ 平 27 ８－３

平 7 平 28 ８－３

平 8 ６３・６１ 平 29 ８－４

平 9 不成立 平 30 ８－２

平 10 平 31 ８－５

平 11 ６２・６０ 令2 中止

平 12 令3 ８－２

平 13

平 16

平 14 ６２・６１

平 15



NO.1 NO.1

年度 所　属 ス　コ　ア 所　属 年度 所　属 ス　コ　ア 所　属

平 13 伏喜　庸子 エアーズ ６１・６３ 高田　千恵子 美ん奈ＴＣ 不成立

平 14 前田　小由理 黒部SHOTT ﾘｰｸﾞ戦 伏喜　庸子 エアーズ 平23 山木　葉子 大林TS ９－７. 松田　佐和子 TeamWish

平 15 八ツ橋  幸代 大林ＴＣ ﾘｰｸﾞ戦(2勝0敗) 前田　小由理 黒部SHOTT 平24 水上　和代 Team Wish ８－２. 山木　葉子 大林TS

平 16 八ツ橋  幸代 大林ＴＣ ﾘｰｸﾞ戦(2勝0敗) 前田　小由理 黒部SHOTT 不成立

平 17 八ツ橋  幸代 大林ＴＳ ﾘｰｸﾞ戦(4勝0敗) 前田　小由理 黒部SHOTT 平28 鉾井　礼子 富山ＩＴＳ ８－３. 清水　泰子 おはようＴＣ

平 18 八ツ橋  幸代 大林ＴＳ ﾘｰｸﾞ戦(4勝1敗) 前田　小由理 黒部SHOTT 平29 不成立

平 19 笹田　節子 南砺市ＴＡ ８－４ 水間　佳子 高岡ＲＴＣ 平30 不成立

平 20 水間　佳子 高岡ＲＴＣ ８－０ 角　　安代 ＪＳＳ富山 平31 不成立

平 21 藤谷　裕子 センティア ８－５ 飛弾野　朋子 ＪＳＳ富山 令2 中止

平 22 水間　佳子 高岡ＲＴＣ ８－４ 宇野　玲子 砺波市TA 令3 不成立

平 23 鈴木　千香子 富山市ＴＡ ８－０ 水間　佳子 高岡ＲＴＣ

平 24 鈴木　千香子 富山市ＴＡ ８－３ 飛弾野　朋子 ＪＳＳ富山

平 25 鈴木　千香子 富山市ＴＡ ８－３ 宇野　玲子 高岡ＲＴＣ

平 26 鈴木　千香子 富山市ＴＡ ８－２ 前田　小由理 黒部SHOTT

平 27 鈴木　千香子 富山市ＴＡ １－０Ret 京田　裕子 高岡ＲＴＣ

平 28 鈴木　千香子 富山市ＴＡ ８－３ 山﨑　英吏子 あすなろ

平 29 杉原　庸子 センティア ８－６ 鈴木　千香子 富山市ＴＡ

平 30 杉原　庸子 センティア ８－６ 山崎　英吏子 富山市ＴＡ

平 31 杉原　庸子 センティア ０－３Ｒet 八ツ橋  幸代 わくわくテニス

令2 中止 年度 所　属 ス　コ　ア 所　属

令3 杉原　庸子 センティア ９－７ 山崎　英吏子 大林TS 不成立

平29 藤谷　裕子 グレード ８－１ 鉾井　礼子 富山ＩＴＳ

平30 不成立

平31 不成立

令2 中止

不成立

平27～28

富山県春季テニス選手権　歴代優勝者 富山県春季テニス選手権　歴代優勝者
【　40歳以上女子シングルス　】 【　45歳以上女子シングルス　】

優 勝 者 準優勝者 優 勝 者 準優勝者

平19～22

平25～27　

【　50歳以上女子シングルス　】

優 勝 者 準優勝者



№１ №2

年度 所　属 ス　コ　ア 所　属 年度 所　属 ス　コ　ア 所　属

山本    順子 富山市ＴＡ リーグ戦 福本    初枝 武内ＬＴＣ 八ツ橋　幸代 わくわくテニス 佐伯　ゆかり 富山市役所

田畑    恵子 エアーズ (４勝０敗) 小柴    たみ 武内ＬＴＣ 高橋　好江 富山市ＴＡ 鈴木　千香子 富山市ＴＡ

伏喜　庸子 エアーズ リーグ戦 山本　順子 富山市TA 佐伯　ゆかり 富山市役所 植田　かをり センティア

河野　雅子 富山市ＴＡ (３勝1敗) 田畑　恵子 エアーズ 鈴木　千香子 富山市役所 杉原　庸子 センティア

福本　初枝 富山市ＴＡ 中川　真貴子 スポーツメイト

小柴　たみ 富山市ＴＡ 高野　里美 スポーツメイト

福本　初枝 富山市ＴＡ リーグ戦 中川　真貴子 富山市TA 山﨑　英吏子 大林TS 水上　和代 TeamWish

小柴　たみ 富山市ＴＡ (４勝０敗) 高野　里美 スポーツメイト 杉原　庸子 センティア 得地　美津子 南砺市TA

福本　初枝 富山市ＴＡ 中川　真貴子 富山市TA

小柴　たみ 富山市ＴＡ 高野　里美 スポーツメイト

福本　初枝 富山市ＴＡ 中川　真貴子 富山市TA

小柴　たみ 富山市ＴＡ 高野　里美 スポーツメイト

中川　真貴子 富山市ＴＡ 福本   初枝 富山市TA

高野　里美 スポーツメイト 小柴   たみ 富山市TA

福本　初枝 富山市ＴＡ 中川　真貴子 富山市TA

小柴　たみ 富山市ＴＡ 高野　里美 スポーツメイト

八ツ橋　幸代 大林ＴＳ 黒越　純子 富山市ＴＡ

山木　葉子 大林ＴＳ 高野　里美 富山市ＴＡ

八ツ橋　幸代 大林ＴＳ 毛呂　博美 大林ＴＳ

高田　恵子 高岡ＲＴＣ 山木　葉子 大林ＴＳ

八ツ橋　幸代 大林ＴＳ 山口　直美 スポーツメイト

水上　和代 Team Wish 飛弾野　朋子 JSS富山

八ツ橋　幸代 大林ＴＳ 山木　葉子 大林ＴＳ

佐伯　ゆかり あすなろ 毛呂　博美 大林ＴＳ

八ツ橋　幸代 大林ＴＳ 北　　美枝 高岡RTC

山木　葉子 大林ＴＳ 水上　和代 Team Wish

八ツ橋　幸代 大林ＴＳ 得地　美津子 南砺市TA

山木　葉子 大林ＴＳ 水上　和代 TeamWish

八ツ橋　幸代 大林ＴＳ 宮本　美枝子 砺波市TA

山木　葉子 大林ＴＳ 北　　美枝 高岡RTC

八ツ橋　幸代 大林ＴＳ 水上　和代 Team Wish

山木　葉子 大林ＴＳ 得地　美津子 南砺市TA

八ツ橋　幸代 大林ＴＳ 佐伯　ゆかり 富山市役所

高橋　好江 富山市ＴＡ 鈴木　千香子 富山市ＴＡ

八ツ橋　幸代 あすなろ 佐伯　ゆかり 富山市役所

高橋　好江 富山市ＴＡ 鈴木　千香子 富山市ＴＡ

８－３．

【　45歳以上女子ダブルス　】

８－１.

富山県春季テニス選手権　歴代優勝者 富山県春季テニス選手権　歴代優勝者

優 勝 者 準優勝者 優 勝 者 準優勝者

【　45歳以上女子ダブルス　】

第1回
平12

平30

平13 平31

平14 ９－７. 令2 中止

平15 令3

平16 ８－５.

平17 ８－５.

平18 ８－６.

平19 ８－５.

平20 ８－２.

平21 ８－１.

平23 ８－３.

平24 ８－０.

８－５.

８－３.

平25 ８－２.

平29 ８－１.

平26 ８－２.

平27 ８－４.

平28

平22 ８－３.



№１

年度 所　属 ス　コ　ア 所　属

笹田　節子 南砺市ＴＡ 北　　美枝 高岡ＲＴＣ

高田　恵子 高岡ＲＴＣ 京田　裕子 高岡ＲＴＣ

藤谷　裕子 センティア 得地　美津子 南砺市ＴＡ

牧野　智美 上市美ん奈 佐伯　ゆかり あすなろ

得地　美津子 南砺市ＴＡ 植田　かをり 富山市ＴＡ

佐伯　ゆかり あすなろ 宇野　玲子 砺波市ＴＡ

石崎　美知恵 Team Wish 米沢　恵美子 魚津市ＴＡ

金岡　良美 砺波市ＴＡ 森　　真里 おはようTC

山崎　英吏子 あすなろ 宇野　玲子 高岡ＲＴＣ

窪田　春江 スポーツメイト 石崎　美知恵 Team Wish

堀井　愛 センティア 金岡　良美 砺波市ＴＡ

森　　奈緒実 滑川市ＴＡ 吉田　賀世子 センティア

窪田　春江 スポーツメイト 金岡　良美 砺波市ＴＡ

山崎　英吏子 あすなろ 吉田　賀世子 センティア

窪田　春江 ｽﾎﾟｰﾂﾒｲﾄ 森　　奈緒実 滑川市ＴＡ

山﨑　英吏子 あすなろ 堀井　愛 センティア

正木　敦子 富山市ＴＡ 森　　奈緒実 滑川市ＴＡ

窪田　真寿美 大林ＴＳ 堀井　愛 センティア

平 30 不成立

平 31～ 不成立

平 27 ８－３

平 28 ８－２

平 29 ８－３

平 24 不成立

平 25 ８－６

平 26 ８－１

平 21 ８－４

平 22 ８－４

平 23 ８－３

富山県春季テニス選手権　歴代優勝者
【　40歳以上女子ダブルス　】

優 勝 者 準優勝者

第1回
平 20

８－１





NO.１ NO.２

年度 所　属 ス コ ア 所　属 年度 所　属 ス コ ア 所　属

谷田　恵美子 エコー・クラブ 小橋　洋美 エコー・クラブ 勢濃　敏子 磯部ＧＴＣ 久々湊　世里子 池多ＴＣ

坂根　久美子 エコー・クラブ 朝野 恵美子 魚津クラブ 最上　久美子 武内ＬＴＣ 栄　　里夏 北日本物産

西川　典子 高岡信用金庫 針田　広子 エコー・クラブ 勢濃　敏子 磯部ＧＴＣ 栗山　明子 栗山ＴＣ

広瀬 小橋　洋美 エコー・クラブ 最上　久美子 武内ＬＴＣ 土田　真由美 磯部ＧＴＣ

最上　久美子 武内ＬＴＣ 小柴　たみ 武内ＬＴＣ

長谷川　しのぶ 池多ＴＣ 林　　眞喜子 武内ＬＴＣ

杉本　玲子 武内ＬＴＣ 豊岡　悦子 武内ＬＴＣ 栄　　里夏 北日本物産 山本　順子 磯部ＧＴＣ

百田　妃登美 武内ＬＴＣ 坂根　久美子 武内ＬＴＣ 磯野　環 高岡ＲＴＣ 栗山　明子 栗山ＴＣ

勢濃　敏子 磯部ＧＴＣ 最上　久美子 武内ＬＴＣ 栄　　里夏 ＪＳＳ富山 最上　久美子 武内ＬＴＣ

熊木　香代子 磯部ＧＴＣ 杉本　玲子 武内ＬＴＣ 磯野　環 高岡ＲＴＣ 小柴　たみ 武内ＬＴＣ

宮崎　寿美 女短付属高校 久々湊　世里子 女短付属高校 栄　　里夏 ＪＳＳ富山 山本　順子 富山市ＴＡ

畔田　幸代 女短付属高校 山室　由美子 女短付属高校 磯野　環 高岡ＲＴＣ 栗山　明子 栗山ＴＣ

勢濃　敏子 磯部ＧＴＣ 宮崎　寿美 女短付属高校 栄　　里夏 ＪＳＳ富山 長谷川　しのぶ 岡本金属

山口　文枝 磯部ＧＴＣ 畔田　幸代 女短付属高校 磯野　環 高岡ＲＴＣ 岡本　あゆみ 岡本金属

勢濃　敏子 磯部ＧＴＣ 堀井　安子 武内ＬＴＣ 栄　  里夏 ＪＳＳ富山 栗山　明子 富山市ＴＡ

熊木　香代子 磯部ＧＴＣ 小柴　たみ 武内ＬＴＣ 磯野　環 高岡ＲＴＣ 山本　順子 富山市ＴＡ

勢濃　敏子 磯部ＧＴＣ 堀井　安子 武内ＬＴＣ 栄　　里夏 ＪＳＳ富山 八ッ橋　幸代 大林ＴＳ

熊木　香代子 磯部ＧＴＣ 小柴　たみ 武内ＬＴＣ 磯野　環 高岡ＲＴＣ 荒木　薫 北日本物産

最上　久美子 武内ＬＴＣ 勢濃　敏子 磯部ＧＴＣ 栄　　里夏 ＪＳＳ富山 八ッ橋 幸代 大林ＴＳ

堀井　安子 武内ＬＴＣ 熊木　香代子 磯部ＧＴＣ 磯野　環 高岡ＲＴＣ 荒木　薫 北日本物産

最上　久美子 武内ＬＴＣ 勢濃　敏子 磯部ＧＴＣ 栄　  里夏 ＪＳＳ富山 八ッ橋　幸代 大林ＴＳ

久々湊　世里子 大　樹 熊木　香代子 磯部ＧＴＣ 磯野　環 高岡ＲＴＣ 笹田　節子 東西砺波ＴＡ

久々湊　世里子 大　樹 勢濃　敏子 磯部ＧＴＣ 八ッ橋　幸代 大林ＴＳ 福本　初枝 武内ＬＴＣ

栄　　里夏 北日本物産 熊木　香代子 磯部ＧＴＣ 笹田　節子 東西砺波ＴＡ 小柴　たみ 武内ＬＴＣ

勢濃　敏子 磯部ＧＴＣ 最上　久美子 武内ＬＴＣ 坂井　理紗 富山国際大付高 山本　順子 富山市ＴＡ

熊木　香代子 磯部ＧＴＣ 小柴　たみ 武内ＬＴＣ 坂井　由香里　 美ん奈ＴＣ 田畑　恵子 富山市ＴＡ

栄　　里夏 北日本物産 山本　順子 磯部ＧＴＣ 長谷川　明美 高岡ＲＴＣ 八ッ橋　幸代 大林ＴＣ

横田　智恵 北日本物産 土田　真由美 磯部ＧＴＣ 長谷川　しのぶ 高岡ＲＴＣ 坂井　理沙 富山市ＴＡ

平元

Ｓ63

Ｓ62

6-0.　6-2

6-3.　6-2

Ｓ60 6-1.　6-4

Ｓ59

Ｓ58 8-1.

6-0.　6-2

4-6, 6-4, 6-2

6-2.　6-3

Ｓ50

Ｓ53

Ｓ51

Ｓ57

Ｓ56

平６ 6-1.6-0

平７ 6-2. 6-1

Ｓ52

Ｓ55

平２

8-5.

Ｓ54

Ｓ61

6-3.　6-4

7-5.　6-2

資料無し

7-6. 6-2

平４

平３

6-4. 4-6. 6-4

6-0.　6-1

6-3.　6-4

6-4　.7-6

平８

優　勝　者 準優勝者

2-6. 6-3. 6-2

　　【一般女子ダブルス】　　【一般女子ダブルス】

富山県秋季テニス選手権    歴代優勝者 富山県秋季テニス選手権    歴代優勝者

7-5. 5-7. 6-4

平14 2-6. 6-4. 6-2

平９ 6-1. 6-1

平10 6-1. 6-0

平11 5-7. 6-1. 6-4

平12 4-6 .6-1. 6-0

平13

平５ 6-3.6-1

優　勝　者 準優勝者



NO.３ NO.４

年度 所　属 ス コ ア 所　属 年度 所　属 ス コ ア 所　属

長谷川　明美 高岡ＲＴＣ 八ッ橋　幸代 大林ＴＳ 大村　絵里 センティア 菅谷　綾 松倉塾

長谷川　しのぶ 高岡ＲＴＣ 笹田　節子 東西砺波ＴＡ 小川　梨佳 センティア 笹村　若菜 松倉塾

八ッ橋　幸代 大林ＴＳ 得地　美津子 東西砺波ＴＡ 大村　絵里 センティア 堀　　綾香 高岡RTC

岡田　美砂 高岡ＲＴＣ 高橋　好江 富山市ＴＡ 小川　梨佳 センティア 黒川　結衣 TCﾛｺﾓｰｼｮﾝ

八ッ橋　幸代 大林ＴＳ 横田　治子 富山国際大付高 蓬沢　絵里 センティア 島　　喜代美 センティア

岡田　美砂 高岡ＲＴＣ 八ッ橋　美織 水橋高校 小川　梨佳 センティア 山﨑　英吏子 あすなろ

八ッ橋　幸代 大林ＴＳ 正木　敦子 南砺市ＴＡ 蓬沢　絵里 センティア 木村　明日香 YKK

高田　恵子 高岡ＲＴＣ 吉田　淳子 村田製作所 小川　梨佳 センティア 今井　未来 富山市ＴＡ

岡田　美砂 高岡ＲＴＣ 佐伯　ゆかり あすなろ 中止

高橋　好江 富山市TA 鈴木　千香子 富山市ＴＡ

八ッ橋　幸代 大林ＴＳ 佐伯　ゆかり あすなろ

岡田　美砂 高岡ＲＴＣ 鈴木　千香子 富山市ＴＡ

岡田　美砂 高岡ＲＴＣ 佐伯　ゆかり あすなろ

高橋　好江 富山市ＴＡ 鈴木　千香子 富山市ＴＡ

佐伯　ゆかり あすなろ 八ッ橋　幸代 大林ＴＳ

鈴木　千香子 富山市ＴＡ 阪本　幸香 富山市ＴＡ

得地　美津子 南砺市ＴＡ 杉原　庸子 センティア

阪本　幸香 富山市ＴＡ 植田　かをり センティア

八ッ橋　幸代 大林ＴＳ 吉村　美咲 富山化学

高橋　好江 富山市ＴＡ 元村　めぐみ 富山市ＴＡ

八ッ橋　幸代 大林ＴＳ 杉原　庸子 センティア

高橋　好江 富山市ＴＡ 植田　かをり センティア

菅谷　綾 Z-Ⅱ 高橋　好江 富山市ＴＡ

堀　　綾香 Z-Ⅱ 鈴木　千香子 富山市ＴＡ

笹村　若菜 富山市ＴＡ 島　　喜代美 センティア

菅谷　綾 Ｚ-Ⅱ 山﨑　英吏子 あすなろ

菅谷　綾 Ｚ-Ⅱ 笹村　若菜 富山市ＴＡ

大村　絵里 センティア 小川　梨佳 センティア
平28 ６-１，３-１Ret

平21 6-3. 6-0

平22
5-7, 7-6(5),

7-6(5)

平18 6-0. 6-1

平19 6-2. 5-7. 6-2

平20 6-0. 6-2

平24 6-0. 6-4

平25 6-1. 6-1

平26 6-3. 6-0

平23 6-2. 7-6 (3）

平29 8-2.

平16 6-4. 6-1

平17 7-6. 6-1

　　【一般女子ダブルス】

優　勝　者 準優勝者

平27 ６-２、７-５

平15 6-4. 6-7. 6-0

　　【一般女子ダブルス】

令3

令4

令5

平30 7-5.2-6.6-1

令元 6-1. 6-1

令2 6-1. 6-1

富山県秋季テニス選手権    歴代優勝者 富山県秋季テニス選手権    歴代優勝者

優　勝　者 準優勝者



NO.1 NO.２

年度 所　属 ス コ ア 所　属 年度 所　属 ス コ ア 所　属

宮岡　誠二 武内ＬＴＣ 留岡　正 富山商船 最上　久美子 武内ＬＴＣ 土田　真由美 磯部ＧＴＣ

針田　広子 武内ＬＴＣ 井田 楠　　志郎 武内ＬＴＣ 福富　正 磯部ＧＴＣ

井沢　信一 日本交通公社 最上　久美子 武内ＬＴＣ 熊木　香代子 磯部ＧＴＣ

最上　久美子 武内ＬＴＣ 楠　　志郎 武内ＬＴＣ 宮越　康隆 武内ＬＴＣ

楠　　志郎 武内ＬＴＣ 今市　勇人 北日本新聞社 磯野　環 高岡市ＴＡ 林　　眞喜子 武内ＬＴＣ

藤縄　祐紀恵 武内ＬＴＣ 豊岡　悦子 武内ＬＴＣ 尾山　恭章 高岡ＲＴＣ 永森　浩章 武内ＬＴＣ

楠　　志郎 武内ＬＴＣ 山元　政明 池多ＴＣ 最上　久美子 武内ＬＴＣ 磯野　環 高岡ＲＴＣ

豊岡　悦子 武内ＬＴＣ 最上　久美子 武内ＬＴＣ 楠　　志郎 武内ＬＴＣ 藤坂　利昭 立山マシン

楠　　志郎 武内ＬＴＣ 奥野　寿一 磯部ＧＴＣ 磯野　環 高岡ＲＴＣ 最上　久美子 武内ＬＴＣ

藤縄　祐紀恵 武内ＬＴＣ 勢濃　敏子 磯部ＧＴＣ 藤坂　利昭 ＪＳＳ富山 楠　　志郎 武内ＬＴＣ

楠　　志郎 武内ＬＴＣ 野崎　拓哉 北陸銀行 最上　久美子 武内ＬＴＣ 桃井　美千代 北日本物産

最上　久美子 武内ＬＴＣ 藤城　順子 武内ＬＴＣ 楠　　志郎 武内ＬＴＣ 杉森　清俊 TC ﾛｺﾓｰｼｮﾝ

加藤　宗昭 磯部ＧＴＣ 楠　　志郎 武内ＬＴＣ 磯野　環 高岡ＲＴＣ 田畑　恵子 武内ＬＴＣ

熊木　香代子 磯部ＧＴＣ 最上　久美子 武内ＬＴＣ 杉森　清俊 TC ﾛｺﾓｰｼｮﾝ 伏喜　裕久 高岡ＲＴＣ

楠　　志郎 武内ＬＴＣ 野崎　拓哉 北陸銀行 八ッ橋　幸代 大林ＴＣ 荒木　薫 北日本物産

最上　久美子 武内ＬＴＣ 栗山　明子 池多ＴＣ 松井　昇次 滑川市ＴＡ 吉田　和彦 滑川市ＴＡ

楠　　志郎 武内ＬＴＣ 井沢　信一 日本交通公社 八ッ橋　幸代 大林ＴＣ 最上　久美子 武内ＬＴＣ

最上　久美子 武内ＬＴＣ 栗山　明子 池多ＴＣ 松井　昇次 滑川市ＴＡ 楠　　志郎 武内ＬＴＣ

楠　　志郎 武内ＬＴＣ 杉沢　英二 武内ＬＴＣ 笹田　節子 東西砺波ＴＡ 八ッ橋　幸代 大林ＴＣ

最上　久美子 武内ＬＴＣ 小柴　たみ 武内ＬＴＣ 尾山　恭章 オヤマ自動車 松井　昇次 滑川市ＴＡ

福富　正 磯部ＧＴＣ 林　　伸一 磯部ＧＴＣ 高緑　しのぶ 高岡ＲＴＣ 八ッ橋　幸代 大林ＴＣ

勢濃　敏子 磯部ＧＴＣ 熊木　香代子 磯部ＧＴＣ 島田　大心 武内ＬＴＣ 竹田　聡 大林ＴＣ

楠　　志郎 武内ＬＴＣ 岩田　武史 日産化学 高緑　しのぶ 高岡ＲＴＣ 尾間　夕里子 高岡ＲＴＣ

最上　久美子 武内ＬＴＣ 勢濃　敏子 磯部ＧＴＣ 島田　大心 富山市ＴＡ 串岡　正人 高岡ＲＴＣ

小林　正則 富山大学 楠　　志郎 武内ＬＴＣ 小柴　たみ 富山市ＴＡ 武部　美由紀 TC ﾛｺﾓｰｼｮﾝ

栄　　里夏 北日本物産 最上　久美子 武内ＬＴＣ 上念　庸作 池多ＴＣ 杉森　清俊 TC ﾛｺﾓｰｼｮﾝ

S 51

S 52

S 62 6-3. 4-6. 6-4

H 4 6-0. 7-6

H 1 6-2. 6-0

8-5

8-3.

S 61 6-1. 3-6 .6-3

S 57

S 56

S 59

H 5 6-7 .6-0 .6-4

6-3. 6-4

H 2 6-2. 6-2

S 60 6-3. 4-4.Ｒ

資料なし

8-3

S 63 6-4. 6-4

S 58 8-2.

8-5.

S 55 8-5

H 3

9-8.

S 53 9-8

S 54

H 10

H 11 8-5

H 12 8-6

H 13 8-6

【　混合ダブルス　】 【　混合ダブルス　】

富山県秋季テニス選手権    歴代優勝者 富山県秋季テニス選手権    歴代優勝者

H 6 6-2. 6-2

H 7 7-5. 6-2

H 8 7-6. 7-6

H 9 8-5

優　勝　者 準 優 勝 者優　勝　者 準 優 勝 者



NO.３ NO.４

年度 所　属 ス コ ア 所　属 年度 所　属 ス コ ア 所　属

堀田　朋愛 北日本物産 窪田　真寿美 高岡ＲＴＣ 堀　　綾香 高岡ＲＴＣ 菅谷　綾 Ｚ-Ⅱ

飯山　卓生 イイヤマ 浦山　慎治 ＹＫＫ 清水　智明 高岡ＲＴＣ 野中　一輝 中新川郡ＴＡ

長谷川　明美 高岡ＲＴＣ 長谷川 しのぶ 高岡ＲＴＣ 堀　　綾香 高岡ＲＴＣ 新出　愛実 大林ＴＳ

宮越　康隆 スポーツメイト 杉森　清俊 TC ﾛｺﾓｰｼｮﾝ 清水　智明 高岡ＲＴＣ 坂藤　世一 太陽スポーツ

岡田　美砂 高岡ＲＴＣ 長谷川　明美 富山市ＴＡ 堀　　綾香 高岡ＲＴＣ 山崎　英吏子 あすなろ

岡田　智 高岡ＲＴＣ 宮越　康隆 富山市ＴＡ 清水　智明 高岡ＲＴＣ 串岡　正人 Ｚ-Ⅱ

高田　恵子 高岡ＲＴＣ 八ッ橋　幸代 大林ＴS 谷井　涼香 富山市TA 堀　　綾香 高岡RTC

高田　昌幸 高岡ＲＴＣ 竹田　聡 大林ＴS 浅田　夏輝 松倉塾 佐伯　優 あすなろ

八ッ橋　幸代 大林ＴＳ 正木　敦子 南砺市ＴＡ 砂田　未樹 南砺市TA 島　　喜代美 センティア

杉森　清俊 TC ﾛｺﾓｰｼｮﾝ 若林　辰男 八尾町ＴＡ 早勢　桂太郎 富山市役所 小中　章行 センティア

中島　美法 TC ﾛｺﾓｰｼｮﾝ 宇野　玲子 砺波市ＴＡ 吉田　花彗 中新川郡TA 堀　　綾香 高岡市TA

上念　庸作 TC ﾛｺﾓｰｼｮﾝ 窪田　啓司 高岡ＲＴＣ 吉田　天彦 中新川郡TA 佐伯　優 TCロコモーション

八ッ橋　幸代 大林ＴＳ 佐伯　ゆかり あすなろ 中止

杉森　清俊 TC.ﾛｺﾓｰｼｮﾝ 佐伯　孝夫 TC ﾛｺﾓｰｼｮﾝ

八ッ橋　幸代 大林ＴＳ 山木　葉子 大林ＴS

高田　昌幸 高岡ＲＴＣ 小野　健一 上市美ん奈TC

飛弾野　朋子 JSS富山 石崎　美知恵 南砺市ＴＡ

金田　祐一 JSS富山 長田　賢昭 南砺市ＴＡ

石崎　美知恵 Team Wish 竹村　愛美 富山市ＴＡ

長田　賢昭 南砺市ＴＡ 山本　周佑 富山市ＴＡ

竹村　愛美 富山市ＴＡ 大久保　梓 富山市ＴＡ

山本　周佑 富山市ＴＡ 木下　雄己 H C S

堀　　綾香 水橋高校 水上　和代 Team Wish

清水　智明 高岡ＲＴＣ 塩崎　雄輔 Team Wish

米田　美帆子 富山市ＴＡ 水上　和代 Team Wish

八ッ橋　朋大 リードケミカル 塩崎　雄輔 高岡ＲＴＣ

H 23 7- 6(5)

H 24 6-2

H 25 6-2

H 14 8-3

H 15 8-2

H 16 9-8

H 17 8-2

H 18 9-7

H 19 9-7

H 26 6-4

H 27

令5

令6

H 20 8-5

H 21 8-2

H 22 6-3

令7

令8

令9

7-5

H 28 ２勝０敗

令元

令2

令3

令4

H 29 ２勝０敗

H 30 6-2

6-1

1勝1敗（ｹﾞｰﾑ率）

【　混合ダブルス　】 【　混合ダブルス　】

富山県秋季テニス選手権    歴代優勝者 富山県秋季テニス選手権    歴代優勝者

優　勝　者 準 優 勝 者 優　勝　者 準 優 勝 者



【　45歳以上男子ダブルス　】 NO.1 【　45歳以上男子ダブルス　】 NO.２

年度 所　属 ス コ ア 所　属 年度 所　属 ス コ ア 所　属

橋場　善正 武内ＬＴＣ リ－グ戦 宮崎　甚一 大　　樹 南　　真司 東西砺波ＴＡ リ－グ戦 野田　薫 日本曹達

浦野　克巳 武内ＬＴＣ （２勝０敗） 武内　哲弥 高岡ＲＴＣ 永田　幸明 スギノマシン （３勝０敗） 神田　匡晴 高岡ＲＴＣ

坂井　勝義 高岡ＲＴＣ リ－グ戦 橋場　善正 武内ＬＴＣ 村瀬　克幸 黒部ＳＨＯＴＴ 保田　信一 おはようＴＣ

宮本　炳道 武内ＬＴＣ （２勝０敗） 矢野 富山市ＴＡ 西川　常雄 上市美ん奈ＴＣ 惣名　哲男 大林ＴＣ

大林　哲夫 杉沢薬品 宮崎　甚一 黒谷ＬＴＣ 村瀬　克幸 黒部ＳＨＯＴＴ リ－グ戦 神田　匡晴 高岡ＲＴＣ

坂井　勝義 高岡ＲＴＣ 武内　哲弥 高岡ＲＴＣ 松倉　雅俊 おはようＴＣ （４勝０敗） 野田　薫 日本曹達

橋場　善正 武内ＬＴＣ リ－グ戦 宮崎　甚一 黒谷ＬＴＣ 村瀬　克幸 黒部ＳＨＯＴＴ 坪倉　利孝 高岡ＲＴＣ

水谷　岩夫 佐藤工業 （３勝０敗） 武内　哲弥 高岡ＲＴＣ 松倉　雅俊 おはようＴＣ 伏喜　裕久 高岡ＲＴＣ

橋場　善正 武内ＬＴＣ リ－グ戦 宮崎　甚一 黒谷ＬＴＣ 保田　信一 おはようＴＣ 伏喜　裕久 高岡ＲＴＣ

水谷　岩夫 佐藤工業 （２勝０敗） 武内　哲弥 高岡ＲＴＣ 松倉　雅俊 おはようＴＣ 神田　匡晴 高岡ＲＴＣ

伏喜　裕久 高岡ＲＴＣ リ－グ戦 村瀬　克幸 黒部ＳＨＯＴＴ

坪倉　利孝 高岡ＲＴＣ （ 3 勝 1敗 ） 松倉　雅俊 おはようＴＣ

山元　政明 池多ＴＣ 桐　　準一　　　　魚津市ＴＡ 保田　信一 おはようＴＣ 伏喜　裕久 高岡ＲＴＣ

留岡　正 富山商船高専 松島　修 魚津市ＴＡ 松倉　雅俊 おはようＴＣ 神田　匡晴 高岡ＲＴＣ

山元　政明 池多ＴＣ 朝日　豊嗣 武内ＬＴＣ 保田　信一 おはようＴＣ 大石　吉規 高岡ＲＴＣ

留岡　正 富山商船高専 水谷　岩夫 武内ＬＴＣ 松倉　雅俊 おはようＴＣ 三浦　隆治 高岡ＲＴＣ

山元　政明 池多ＴＣ 西本　満夫 武内ＬＴＣ 大石　吉規 高岡ＲＴＣ リ－グ戦 若林　辰男 八尾ＴＣ

留岡　正 富山商船高専 蛯谷　俊允 武内ＬＴＣ 三浦　隆治 高岡ＲＴＣ （ 3 勝 1敗 ） 杉森　清俊 ＴＣ ﾛｺﾓｰｼｮﾝ

野崎　拓哉 北陸銀行 山元　政明 池多ＴＣ 西田　治 センティア 堀　　安宏 高岡ＲＴＣ

蛯谷　俊允 武内ＬＴＣ 留岡　正 富山商船高専 中川　智 入善町ＴＡ 大石　吉規 高岡ＲＴＣ

野崎　拓哉 北陸銀行 山元　政明 池多ＴＣ 西田　治 太陽スポーツ 若林　辰男 八尾ＴＣ

中島　久男 大林ＴＳ 留岡　正 池多ＴＣ 中川　智 入善町ＴＡ 杉森　清俊 ＴＣ ﾛｺﾓｰｼｮﾝ

野崎　拓哉 北陸銀行 山元　政明 池多ＴＣ 西田　治 中新川郡ＴＡ 高井　誠俊 日本曹達

中島　久男 大林ＴＳ 西本　満夫 武内ＬＴＣ 中川　智 入善町ＴＡ 大石　吉規 高岡ＲＴＣ

西本　満夫 武内ＬＴＣ 山元　政明 池多ＴＣ 高井　誠俊 日本曹達 伏喜　裕久 高岡ＲＴＣ

蛯谷　俊允 武内ＬＴＣ 留岡　正 池多ＴＣ 大石　吉規 高岡ＲＴＣ 神田　匡晴 高岡ＲＴＣ

南　　真司 井波町ＴＡ 山元　政明 池多ＴＣ 西田　治 中新川郡ＴＡ 若林　辰男 八尾ＴＣ

朝野　博典 武内ＬＴＣ 留岡　正 富山商船高専 村田　正博 高岡ＲＴＣ 杉森　清俊 ＴＣ ﾛｺﾓｰｼｮﾝ

南　　真司 東西砺波郡ＴＡ 野崎　拓哉 北陸銀行 村田　正博 高岡ＲＴＣ 秋　　俊浩 あすなろ

朝野　博典 武内ＬＴＣ 杉沢　英二 池多ＴＣ 北村　悟 高岡市ＴＡ 柳原　靖憲 あすなろ

野崎　拓哉 北陸銀行 竹脇　康一 高岡市役所 村田　正博 高岡ＲＴＣ 西田　治 松倉塾

南　　真司 井波総合病院 鍛冶　富夫 高岡ＲＴＣ 北村　悟 高岡ＲＴＣ 柳原　靖憲 松倉塾

野崎　拓哉 北陸銀行 永田　幸明 上市美ん奈ＴＣ 秋　　俊浩 富山市役所 西田　治 松倉塾

南　　真司 井波町ＴＡ 土井　捷三郎 上市美ん奈ＴＣ 柳原　靖憲 松倉塾 竹田　聡 スポーツメイト

長谷田　泰男 高岡ＲＴＣ リ－グ戦 野崎　拓哉 北陸銀行 柳原　靖憲 松倉塾 高井　誠俊 高岡ＲＴＣ

山口　宏樹 高岡ＲＴＣ （５勝０敗） 南　　真司 東西砺波郡ＴＡ 佐藤　俊行 わくわくテニス 大石　吉規 高岡ＲＴＣ

永田　幸明 スギノマシン リ－グ戦 松枝　文男 上市美ん奈ＴＣ 北村　悟 高岡市TA 竹田　聡 スポーツメイト

山口　宏樹 高岡ＲＴＣ （４勝１敗） 土井　捷三郎 上市美ん奈ＴＣ 村田　正博 高岡市TA 串岡　正人 Z-Ⅱ

南　　真司 東西砺波ＴＡ 藤田　良久 富山市役所 中止
楠　　志郎 武内ＬＴＣ 大崎　雅広 富山市ＴＡ

平12 6-1.6-0

令元 ９－８（5）

令2 ８－４平11

令3

平10

平21 ６ ー４

平22

平23

平20 ８ー ４

８ー ３

平19

平14

平15 8-4.

平16

富山県秋季テニス選手権    歴代優勝者 富山県秋季テニス選手権    歴代優勝者

平17 8-6.

平18 ８ ー４

準 優 勝 者優　勝　者

8-4.

優　勝　者 準 優 勝 者

6-0.6-0

Ｓ59～61　不成立

Ｓ55

Ｓ57

Ｓ58

6-1.6-2

6-0.6-2

7-5.6-2

6-1.6-2

7-5.6-4

6-3.6-4

８ ー６

平25 ８ ー６

平26 ８ ー６

6-3.6-4

平2

平3 6-0.6-2 平24

平9 平30

８－１平29

６－３ｒ

８ ー４

９ ー６

平27

平28

6-1.3-6.6-0

6-4.6-1

Ｓ54

Ｓ56

Ｓ63

平4

平8

Ｓ62

平5

平6

平7

平元



NO.1 NO.1

年度 所　属 ス コ ア 所　属 年度 所　属 ス コ ア 所　属

栗山　明子 富山市ＴＡ リ－グ戦 福本　初枝 富山市ＴＡ 結城　昌吉 武内ＬＴＣ 高柳　美一 武内ＬＴＣ

川原　孝子 中新川郡ＴＡ （４勝０敗） 小柴　たみ 富山市ＴＡ 上野　博基 磯部ＧＴＣ 藤井　文夫 武内ＬＴＣ

福本　初枝 富山市ＴＡ 田畑　恵子 エアーズ 吉田　三郎 武内ＬＴＣ リ－グ戦 酒井　寛 磯部ＧＴＣ

小柴　たみ 富山市ＴＡ 河野　雅子 富山市ＴＡ 高柳　美一 武内ＬＴＣ （３勝０敗） 広瀬　健郎 武内ＬＴＣ

佐渡　照代 美ん奈ＴＣ 二川　とみえ 東西砺波郡ＴＡ 高柳　美一 磯部ＧＴＣ 吉田　三郎 武内ＬＴＣ

伏喜　庸子 高岡ＲＴＣ 栗山　明子 富山市ＴＡ 酒井　寛 磯部ＧＴＣ 上野　博基 磯部ＧＴＣ

福本　初枝 富山市ＴＡ 中川　真貴子 富山市ＴＡ 上野　博基 磯部ＧＴＣ リ－グ戦 酒井　寛 磯部ＧＴＣ

小柴　たみ 富山市ＴＡ 高野　里美 富山市ＴＡ 河上　博 磯部ＧＴＣ （２勝０敗） 森田　勇 磯部ＧＴＣ

福本　初枝 富山市ＴＡ 浦　　和子 富山市ＴＡ

小柴　たみ 富山市ＴＡ 米島　敦子 富山市ＴＡ

福本　初枝 富山市ＴＡ 中川　真貴子 富山市ＴＡ 吉田　実 高岡ＲＴＣ リ－グ戦 山勢　慶三 高岡ＲＴＣ

小柴　たみ 富山市ＴＡ 高野　里美 スポーツメイト 米谷　伸一 池多ＴＣ （２勝０敗） 橋爪　庄三郎 高岡ＲＴＣ

福本　初枝 富山市ＴＡ 浦　　和子 富山市ＴＡ

小柴　たみ 富山市ＴＡ 小林　順子 富山市ＴＡ

福本　初枝 富山市ＴＡ 水上　和代 Team Wish 滝川　正樹 上市美ん奈ＴＣ リ－グ戦 小島　俊彰 高岡ＲＴＣ

小柴　たみ 富山市ＴＡ 山木　葉子 大林ＴＳ 原　　正勝 上市美ん奈ＴＣ （２勝１敗） 橋爪　庄三郎 高岡ＲＴＣ

八ツ橋　幸代 大林ＴＳ 北　　美枝 高岡ＲＴＣ 野崎　拓哉 武内ＬＴＣ リ－グ戦 西村　忠尚 北日本物産

高田　恵子 高岡ＲＴＣ 水間　佳子 高岡ＲＴＣ 蛯谷　俊允 武内ＬＴＣ （３勝０敗） 山元　政明 池多ＴＣ

水上　和代 Team Wish 池田　有美 TC ﾛｺﾓｰｼｮﾝ 野崎　拓哉 武内ＬＴＣ リ－グ戦 山元　政明 池多ＴＣ

飛弾野　朋子 JSS 富山 角　　安代 JSS 富山 蛯谷　俊允 武内ＬＴＣ （２勝０敗） 中島　久男 大林ＴＣ

水上　和代 Team Wish 山木　葉子 大林ＴＳ 野崎　拓哉 池多ＴＣ リ－グ戦 土井　捷三郎 上市美ん奈ＴＣ

北　　美枝 高岡ＲＴＣ 毛呂　博美 大林ＴＳ 蛯谷　俊允 富山市ＴＡ （２勝０敗） 原　　正勝 上市美ん奈ＴＣ

水間　佳子 高岡ＲＴＣ 山木　葉子 大林ＴＳ 野崎　拓哉 富山市ＴＡ 土井捷三郎 上市美ん奈ＴＣ

京田　裕子 高岡ＲＴＣ 毛呂　博美 大林ＴＳ 蛯谷　俊允 富山市ＴＡ 原　　正勝 上市美ん奈ＴＣ

京田　裕子 高岡ＲＴＣ 山木　葉子 大林ＴＳ

池田　有美 スポーツメイト 毛呂　博美 大林ＴＳ

山木　葉子 大林ＴＳ 得地　美津子 南砺市ＴＡ 中止
毛呂　博美 大林ＴＳ 佐伯　ゆかり あすなろ

水上　和代 Team Wish 山木　葉子 大林ＴＳ

佐伯　ゆかり 富山市役所 毛呂　博美 大林ＴＳ

鈴木　千香子 富山市ＴＡ 水上　和代 Team Wish

高橋　好江 富山市ＴＡ 佐伯　ゆかり 富山市役所

鈴木　千香子 富山市ＴＡ 水上　和代 Team Wish

高橋　好江 富山市ＴＡ 得地　美津子 南砺市ＴＡ

鈴木　千香子 富山市ＴＡ 島　　喜代美 センティア

高橋　好江 富山市ＴＡ 山﨑　英吏子 あすなろ

佐伯　ゆかり 富山市役所 島　　喜代美 センティア

杉原　庸子 センティア 山﨑　英吏子 あすなろ

藤谷　裕子 わくわくテニス 水上　和代 Team Wish

杉原　庸子 センティア 得地　美津子 南砺市ＴＡ

不成立

Ｓ60平16 8-5.

平28

平 8

平 9

平20 8-5. 平10

令3

平25 8-5.

平15 8-3.

富山県秋季テニス選手権    歴代優勝者

優　勝　者 準 優 勝 者 優　勝　者 準 優 勝 者

【　45歳以上女子ダブルス　】 【　55歳以上男子ダブルス　】

富山県秋季テニス選手権    歴代優勝者

7-5.7-5

平22 8-1.

6-4.4-6.6-3

Ｓ58

平19 8-1.

平13 Ｓ55

平17 8-3.

平18 7-6Ｒ.

昭和６１年から平成７年まで不成立

平14 8-1.

Ｓ59

平21 8-2.

令4

平30 8-5.

平11

平12

平13

平14

令7

8-5.

8-3.

8-3. 令5

令6

平24

令9

8-4.

平29 8-3.

8-3.

8-5.

平27

令2 8-5.

令元 9-7. 令8

平26

平 15～令2不成立

平23



中止
令3



【　35歳以上男子ダブルス　】 NO.1 【　35歳以上男子ダブルス　】 NO.2

年度 所　　属 ス コ ア 所　　属 年度 所　　属 ス コ ア 所　　属

山元　政明 池多ＴＣ 森　　哲意 富山トヨタ 角崎　哲夫 おはようＴＣ 杉森　清俊 TC ﾛｺﾓｰｼｮﾝ

留岡　正 富山商船高専 奥野　寿一 磯部ＧＴＣ 松倉　雅俊 おはようＴＣ 若林　辰男 八尾ＴＣ

山元　政明 池多ＴＣ 田中　秀育 高岡ＲＴＣ 西田　　治 上市美ん奈ＴＣ 柴　　潤一 インテック

留岡　正 富山商船高専 鍛冶　富夫 高岡ＲＴＣ 岡部　勝一 上市美ん奈ＴＣ 高橋　伸成 おはようＴＣ

勢濃　行雄 磯部ＧＴＣ 山元　政明 池多ＴＣ 高井　誠俊 日本曹達 リーグ戦 佐伯　孝夫 TC ﾛｺﾓｰｼｮﾝ

奥野　寿一 磯部ＧＴＣ 源　　義明 池多ＴＣ 大石　吉規 高岡ＲＴＣ （３勝０敗） 吉田　和彦 東洋化工

和田　章 TCﾛｺﾓｰｼｮﾝ 長谷田　泰男 高岡ＲＴＣ 秋　　俊浩 富山市役所 杉森　清俊 TC ﾛｺﾓｰｼｮﾝ

中崎　修一 TCﾛｺﾓｰｼｮﾝ 小竹　茂樹 高岡ＲＴＣ 高田　昌幸 高岡ＲＴＣ 若林　辰男 八尾ＴＣ

高島　雅範 池多ＴＣ 広野　幹夫 おはようＴＣ 高井　誠俊 高岡ＲＴＣ リーグ戦 柴山　円輔 上市美ん奈ＴＣ

源　　義明 池多ＴＣ 新多　力 おはようＴＣ 高田　昌幸 高岡ＲＴＣ （４勝０敗） 西田　治 上市美ん奈ＴＣ

南　　真司 東西砺波TA 橋場　隆夫 富山市TA 高田　昌幸 高岡ＲＴＣ 大石　吉規 高岡ＲＴＣ

朝野　博典 魚津市ＴＡ 四十物　隆治 不二越 秋　　俊浩 高岡ＲＴＣ 三浦　隆治　 高岡ＲＴＣ

本田　邦博 高岡ＲＴＣ 田中　有易知 富山県庁 大石　吉規 高岡ＲＴＣ リーグ戦 中井　弘之 スポーツメイト

橋本　吉生 高岡ＲＴＣ 八嶋　章三 池多TC 三浦　隆治 高岡ＲＴＣ （４勝０敗） 北村　悟 三協立山HD

楠　　志郎 武内ＬＴＣ 浅田　為久 高岡ＲＴＣ 高田　昌幸 高岡ＲＴＣ リーグ戦 北島　利浩 おはようＴＣ

宮越　康隆 武内ＬＴＣ 西向　不二夫 高岡ＲＴＣ 佐藤　俊行 富山市ＴＡ （４勝０敗） 浦山　慎治 Ｙ Ｋ Ｋ

保田　信一 おはようＴＣ 平野　雅憲 八尾町ＴＣ 中井　弘之 ソニー生命 リ－グ戦 串岡　正人 Ｚ- Ⅱ

惣名　哲男 磯部ＧＴＣ 武部　哲史 八尾町ＴＣ 北村　悟 三協立山HD （３勝０敗） 小野　健一 上市美ん奈ＴＣ

保田　信一 おはようＴＣ 楠　　志郎 武内ＬＴＣ

惣名　哲男 磯部ＧＴＣ 宮越　康隆 武内ＬＴＣ

保田　信一 おはようＴＣ 楠　　志郎 武内ＬＴＣ 中止

惣名　哲男 磯部ＧＴＣ 宮越　康隆 武内ＬＴＣ

楠　　志郎 武内ＬＴＣ 前田　哲幸 黒部SHOTT

宮越　康隆 武内ＬＴＣ 村瀬　克幸 黒部SHOTT

楠　　志郎 武内ＬＴＣ 保田　信一 おはようＴＣ

宮越　康隆 武内ＬＴＣ 惣名　哲男 磯部ＧＴＣ

楠　　志郎 武内ＬＴＣ リーグ戦 保田　信一 おはようＴＣ

村瀬　克幸 黒部SHOTT （５勝０敗） 惣名　哲男 磯部ＧＴＣ

井沢　信一 池多ＴＣ リーグ戦 山下　透 東西砺波TA

楠　　志郎 武内ＬＴＣ （３勝０敗） 古舘　信幸 日平トヤマ

村瀬　克幸 黒部SHOTT リーグ戦 保田　信一 おはようＴＣ

惣名　哲男 富山市ＴＡ　 （５勝０敗） ﾎﾞﾎﾞｲ・ﾃﾞﾗﾍﾟｰﾆｬ エアーズ

保田　信一 おはようＴＣ 角崎　哲夫 おはようＴＣ

惣名　哲男 富山市ＴＡ　 松倉　雅俊 おはようＴＣ

準 優 勝 者

Ｓ60 6-3.6-2

Ｓ61 6-4.6-1

優　勝　者

平 2 6-1.6-0

平 3 6-1.7-6

Ｓ62 6-4.3-6.7-6

Ｓ63 6-2.6-7.6-3

平13 8-4.

平 8 7-5.6-2

平 9 6-4.6-4

平10

平23～令2不成立

8-0.

優　勝　者

平11

平12

平 6 6-1.6-1

平 7 7-5.6-1 令3

平 4 6-2.6-3

平 5 8-2.

平元 6-3.4-6.6-1

平19

準 優 勝 者

平20

平21

平22

富山県秋季テニス選手権    歴代優勝者 富山県秋季テニス選手権    歴代優勝者

令4

平14 8-4.

平15 8-4.

平16

平17 8-2.

平18



NO.1 NO.1

年度 所　属 ス コ ア 所　属 年度 所　属 ス コ ア 所　属

S 54 宮本　炳道 武内ＬＴＣ ６-４，６-１ 橋場　善正 武内ＬＴＣ S 58 野崎　拓哉 北陸銀行 8-2. 山元　政明 池多ＴＣ

S 55 橋場　善正 杉沢薬品 リ－グ戦（６勝０敗） 宮本　炳道 武内ＬＴＣ S 59 山元　政明 池多ＴＣ 8-4. 留岡　正 富山商船

S 56 大林　哲夫 大林ＴＳ ６-１・６-４ 水谷　岩夫 佐藤工業 S 60 野崎　拓哉 北陸銀行 8-2. 山元　政明 池多ＴＣ

S 57 宮本　炳道 高島ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ ６-３・６-４ 橋場　善正 杉沢薬品 S 61 鍛治　富夫 高岡ＲＴＣ 6-0.6-1 新瀬 Ｙ Ｋ Ｋ

S 58 橋場　善正 杉沢薬品 ６-２・６-１ 武内　哲弥 高岡ＲＴＣ S 62 山元　政明 池多ＴＣ 3-4 .RET 源　　義明 池多ＴＣ

S 59 橋場　善正 杉沢薬品 ６-１・７-５ 水谷　岩夫 佐藤工業 S 63 山元　政明 池多ＴＣ 6-4.6-3 中島　久男 大林ＴＣ

S 60 大林　哲夫 大林ＴＳ ７-６・３-６・６-３ 武内　哲弥 高岡ＲＴＣ 平 元 永田　幸明 スギノマシン 6-7. 6-3 .4-0 .RET 杉沢　英二 武内ＬＴＣ

S 61 山元　政明 池多ＴＣ リ－グ戦（３勝０敗） 橋場　善正 ケンユ薬品 平 ２ 永田　幸明 スギノマシン 6-1. 3-1 .RET 平野　雅憲 八尾町ＴＡ

S 62 山元　政明 池多ＴＣ ６-２・６-２ 橋場　善正 ケンユ薬品 平 ３ 神川　博義 越州ＩＴＣ 8-5. 広野　幹夫 おはようＴＣ

S 63 西本　満夫 武内ＬＴＣ ６-０・RET 松島　修 魚津市ＴＡ 平 ４ 楠　　志郎 武内ＬＴＣ 8-4. 伏喜　裕久 高岡ＲＴＣ

平 元 山元　政明 池多ＴＣ ６-２・６-１ 大林　哲夫 大林ＴＳ 平 ５ 楠　　志郎 武内ＬＴＣ 9-8. 惣名　哲男 磯部ＧＴＣ

平 ２ 野崎　拓哉 池多ＴＣ ５-２・RET 西本　満夫 武内ＬＴＣ 平 ６ 村瀬　克幸 黒部ＳＨＯＴＴ 8-5. 惣名　哲男 磯部ＧＴＣ

平 ３ 野崎　拓哉 北陸銀行 ６-２・７-５ 山元　政明 池多ＴＣ 平 ７ 惣名　哲男 磯部ＧＴＣ 8-2. 村瀬　克幸 黒部SHOTT

平 ４ 野崎　拓哉 北陸銀行 ９-７ 中島　久男 大林ＴＳ 平 ８ 保田　信一 おはようＴＣ W.O 楠　　志郎 武内ＬＴＣ

平 ５ 中島　久男 大林ＴＳ ８-６ 山元　政明 池多ＴＣ 平 ９ ﾎﾞﾎﾞｲ･ﾃﾞﾗﾍﾟｰﾆｬ エアーズ 8-0. 楠　　志郎 武内ＬＴＣ

平 ６ 竹脇　康一 高岡ＲＴＣ ８-５ 長谷田　泰男 高岡ＲＴＣ 平 10 高井　誠俊 高岡ＲＴＣ 8-1. 村瀬　克幸 黒部SHOTT

平 ７ 南　　真司 東西砺波郡ＴＡ ８-６ 野崎　拓哉 北陸銀行 平 11 村瀬　克幸 黒部ＳＨＯＴＴ 8-4. 保田　信一 おはようＴＣ

平 ８ 野崎　拓哉 北陸銀行 ９-８ 池田　正嗣 東西砺波郡ＴＡ 平 12 村瀬　克幸 黒部ＳＨＯＴＴ 8-6. 楠　　志郎 武内ＬＴＣ

平 ９ 南　　真司 井波町ＴＡ ８-６ 永田　幸明 上市美ん奈ＴＣ 平 13 村瀬　克幸 黒部ＳＨＯＴＴ 8-3. 保田　信一 おはようＴＣ

平 10 南　　真司 東西砺波郡ＴＡ ８-３ 永田　幸明 上市美ん奈ＴＣ 平 14 柴山　円輔 上市美ん奈ＴＣ 8-2. 岡部　勝一 上市美ん奈ＴＣ

平 11 山口　宏樹 高岡ＲＴＣ ８-６ 楠　　志郎 武内ＬＴＣ 平 15 高橋　伸成 おはようＴＣ 8-4. 岡部　勝一 上市美ん奈ＴＣ

平 16 高橋　伸成 おはようＴＣ 8-5. 岡田　智 高岡ＲＴＣ

平 14 村瀬　克幸 黒部ＳＨＯＴＴ リーグ戦（２勝１敗） 神田　匡晴 高岡ＲＴＣ 平 17 清水　達史 八尾町ＴＡ 8-6. 高橋　伸成 おはようＴＣ

平 15 村瀬　克幸 黒部ＳＨＯＴＴ ８-３. 保田　信一 おはようＴＣ 平 18 高田　昌幸 高岡ＲＴＣ 8-1. 清水　達史 八尾町ＴＡ

平 19 押田　憲克 ﾄﾞﾘﾄﾙ動物病院 8-4. 窪田　啓司 高岡ＲＴＣ

平 18 伏喜　裕久 高岡ＲＴＣ リーグ戦（３勝０敗） 神田　匡晴 高岡ＲＴＣ 平 20 中井　弘之 スポーツメイト リーグ戦（3勝0敗） 岡部　勝一 上市美ん奈ＴＣ

平 21 窪田　啓司 高岡ＲＴＣ リーグ戦（4勝0敗） 浦山　慎治 Ｙ Ｋ Ｋ

平 24 伏喜　裕久 高岡ＲＴＣ リーグ戦（2勝０敗） 神田　匡晴 高岡ＲＴＣ 平 22 押田　憲克 太陽スポーツ 8-1. 高橋　伸成 おはようＴＣ

平 25 神田　匡晴 高岡ＲＴＣ リーグ戦（3勝0敗） 藤谷　寿美夫 おはようＴＣ 平 23 江目　尚純 おはようＴＣ ﾘｰｸﾞ戦（3勝0敗） 清水　達史 八尾町ＴＣ

平 26 吉田　和彦 中新川郡ＴＡ リーグ戦（3勝0敗） 清水　義弘 氷見市ＴＡ

平 27 不成立

平 28 中村　活也 高岡ＲＴＣ リーグ戦（2勝０敗） 橋場　元 富山ＩＴＳ 平 28 江目　尚純 おはようＴＣ ﾘｰｸﾞ戦（3勝0敗） 上念　庸作 富山市ＴＡ

平 29 不成立 平 29 黒瀬　雅之 富山市ＴＡ ﾘｰｸﾞ戦（3勝0敗） 江目　尚純 おはようＴＣ

平 30 中谷　昇一 南砺市TA リーグ戦（2勝０敗） 中村　活也 高岡RTC 平 30 江目　尚純 太陽スポーツ ﾘｰｸﾞ戦（3勝0敗） 小中　章行 センティア

令元 米澤　忠治 氷見氏TA リーグ戦（4勝0敗） 中谷　昇一 南砺市TA 令元 不成立

令2 串岡　正人 Z-Ⅱ ８-２. 中谷　昇一 南砺市TA 令2 秋　俊浩 ﾘｰｸﾞ戦（4勝0敗） 山森　紹男 富山市TA

令3 中止 令3 中止

平19 ～ 23不成立

優　勝　者 準 優 勝 者

【　35歳以上男子シングルス　】

平12・13　不成立

平16・17 不成立

【　45歳以上男子シングルス　】
優　勝　者 準 優 勝 者

平24～27不成立



NO.1 NO.1

年度 所　属 ス コ ア 所　属 年度 優　勝　者 所　属 ス コ ア 準 優 勝 者 所　属

平 ４ 三日市　政司 おはようＴＣ 6-3.RET 松島   修 滑川市ＴＡ S 60 安田　俊之 吉田工業 8-4. 米山　秀則 高岡ＲＴＣ

平 ５ S 61 大野　滋 富山大学 8-5. 米山　秀則 高岡ＲＴＣ

平 ６ 小島　俊彰 高岡ＲＴＣ 8-6. 大林　哲夫 大林ＴＳ S 62 矢口　達也 富山大学 8-2. 堀尾　実 富山大学

平 ７ 滝川　正樹 上市美ん奈ＴＣ 8-0. 米谷　伸一 池多ＴＣ S 63 藤坂　利昭 富山商船高専 6-1.6-4 沢田　喜和 大林ＴＳ

平 ８ 滝川　正樹 上市美ん奈ＴＣ 8-2. 小島　俊彰 高岡ＲＴＣ 平 元 岩本　謙治 不二越 6-0.6-4 小善　由和 富山大学

平 ９ 山元　政明 池多ＴＣ 8-2. 滝川　正樹 上市美ん奈ＴＣ 平  2 吉田　和彦 東洋化工 7-6.6-0 佐伯　孝夫 越州ＩＴＣ

平 10 野崎　拓哉 北陸銀行 8-0. 斉藤　富士夫　　東西砺波郡ＴＡ 平  3 秋　　俊浩 富山大学 6-2.6-4 杉本　昌弥 大林ＴＳ

平 11 野崎　拓哉 武内ＬＴＣ 8-1. 土井　捷三郎 美ん奈ＴＣ 平  4 高橋　伸成 おはようＴＣ 6-3.6-1 油谷　広治 国際電気

平 12 野崎　拓哉 武内ＬＴＣ 8-1. 斉藤　富士夫　　東西砺波郡ＴＡ 平  5 高橋　伸成 おはようＴＣ 6-2.7-6 藤永　賢隆 磯部ＧＴＣ

平 13 南　　真司 東西砺波郡ＴＡ 9-8. 土井　捷三郎 上市美ん奈ＴＣ 平  6 藤坂　利昭 ＪＳＳ富山 6-2.6-2 杉本　昌弥 富山大学

平 14 永田　幸明　　 スギノマシン 8-3. 野崎　拓哉 富山市ＴＡ 平  7 藤坂　利昭 ＪＳＳ富山 8-6. 中村　活也 高岡ＲＴＣ

平 15 野崎  拓哉 富山市ＴＡ 8-4. 池田　正嗣　 小矢部市ＴＡ

平 16 永田　幸明　　 スギノマシン リーグ戦（１勝１敗） 土井　捷三郎 上市美ん奈ＴＣ

平 20 伏喜　裕久 高岡ＲＴＣ リーグ戦（３勝０敗） 池田　正嗣　 南砺市ＴＡ　　　

平 21 神田　匡晴 高岡ＲＴＣ リーグ戦（３勝０敗） 池田　正嗣　 南砺市ＴＡ　　　

平 27 中川　宏司 高岡ＲＴＣ リーグ戦（３勝０敗） 清水　義弘 氷見市ＴＡ

平 28 中川　宏司 高岡ＲＴＣ リーグ戦（３勝０敗） 萩中　康浩 魚津市ＴＡ

平 29 伏喜　裕久 氷見市ＴＡ リーグ戦（３勝０敗） 岡部　勝一 センティア

平 30 高橋　伸成 おはようＴＣ リーグ戦（2勝0敗） 伏喜　裕久 氷見市ＴＡ

令元 不成立

令2 不成立

令3 中止

令4

令5

令6

令7

令8

令9

令10

令11

令12

平22～26　不成立

不成立

優　勝　者

平成８年度から種目を廃止

【　25歳以下男子シングルス　】

平17～19　不成立

準 優 勝 者

【　50歳以上男子シングルス　】


