
参加 男 子

人数 一般 ３５歳以上 ４０歳以上 ４５歳以上 ５０歳以上 ５５歳以上 ６０歳以上 ６５歳以上 ７０歳以上 小学生 一般 ４０歳以上 ４５歳以上 ５０歳以上 小学生

矢野　信 並木　輝夫 緒方 千賀男 松井　綾子

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾞﾙ 三菱重工 三菱重工 SSK　TC

小橋　創 並木　輝夫 宮崎 由木夫 長島　三郎 多賀　紀子

ｼﾞｭエ 三菱重工 大島FTG 三菱重工 相模原GTC

間野　祐一 吉田　弘 加藤　勝 長島　三郎 多賀　紀子

三菱重工 三菱重工 相模原GTC 三菱重工 相模原GTC

村松　優 大西　常稔 宮崎 由木夫 古谷　太郎 宮坂　利彦 早坂　寿枝

ｼﾞｭエ 日金工 大島FTG 相模原GTC 相模原GTC 相模原TC

間野　祐一 島田　豊 井上　敏夫 長島　三郎 宮坂　利彦 早坂　寿枝

三菱重工 ｼﾞｭエ フリー 三菱重工 相模原GTC 相模原TC

横山　督 田本　勝 宮崎 由木夫 瀬古沢健之助 長島　三郎 早坂　寿枝 井上　恵 高松　雪子 山下　博子

大島FTG 大島FTG 大島FTG 相模原GTC 三菱重工 相模原TC フリー 相模原GTC 相模原GTC

横山　督 川本　光雄 松石　藤夫 佐伯　晴敏 長島　三郎 品川 由利子 井上　恵 高松　雪子 高橋　洋子

大島FTG 大島FTG 大島FTG 新ｷｬﾀ三菱 三菱重工 相模原ｲﾝﾄﾞｱ フリー 相模原GTC 相模原GTC

横山　督 並木　輝夫 栗田　佳 佐伯　晴敏 長島　三郎 横山　淳子 高橋　洋子 森川 千鶴子 山下　博子

大島FTG 三菱重工 相模原GTC 新ｷｬﾀ三菱 三菱重工 大島FTG 相模原GTC 相模原GTC 相模原GTC

山内　卓 沖高　穀則　 栗田　佳 佐伯　晴敏 古谷　太郎 品川 由利子 高橋　洋子 山下　博子

ｺﾐｭﾆﾃｨｱﾘｰﾅ 三菱電機 相模原GTC 新ｷｬﾀ三菱 相模原GTC 相模原ｲﾝﾄﾞｱ 相模原GTC 相模原GTC

村松　優 樋口　慎一 吉田　博行 加藤　勝 古谷　太郎 品川 由利子 山下　博子

ｼﾞｭエ ゼストTC 大島FTG 相模原GTC 相模原GTC フリー 相模原GTC

村松　優 高橋　英敏 笹本　敏郎 加藤　勝 長島　三郎 品川 由利子 高橋　洋子

ｼﾞｭエ 協栄産業 ＮＥＣ 相模原GTC 相模原GTC フリー 相模原GTC

横山　督 高橋　英敏 村上　吉男 今田　孝 佐伯　晴敏 古谷　太郎 早坂　寿枝 山下　博子

大島FTG 協栄産業 ｼﾞｭエ 相模原GTC 新ｷｬﾀ三菱 相模原GTC 大島FTG 相模原GTC

中島　伸吾 猪又　一晃 北洞　信也 並木　輝夫 長島　三郎 古谷　太郎 小玉　朋子 只隈　悦子

SSG 新ｷｬﾀ三菱 相模原GTC 三菱重工 相模原GTC 相模原GTC 三菱電機 相模原GTC

中島　伸吾 猪又　一晃 川本　光雄 本多　通博 吉田　弘 古谷　太郎 山口　司紗 寺坂　玲子

SSG 新ｷｬﾀ三菱 ｼﾞｭエ 相模原GTC 三菱重工 相模原GTC フリー SSG

中島　伸吾 猪又　一晃 加藤　雅夫 加藤　勝 吉田　弘 古谷　太郎 小玉　朋子 寺坂　玲子

SSG 新ｷｬﾀ三菱 相模原GTC 相模原GTC 三菱重工 相模原GTC 三菱電機 SSG

中島　伸吾 吉田　博行 川本　光雄 二口　通男 今田　　孝 古谷　太郎 永重 あゆみ 只隈　悦子

SSG 大島FTG ジュエ 三菱電機 相模原GTC 相模原GTC JSS 相模原GTC

白砂　智章 藤原　和久 川本　光雄 本田　章二 上平　清 中野目 武三 水谷　宇雄 上舘 明日美 平田　睦子 斉藤　千明

大島FTG フリー ジュエ 大島FTG SSG フリー JSS相模 大島FTG 大島FTG JSS相模

門田 賢太郎 渋谷　嘉一 金川　正治 石渡　一郎 吉田　弘 古谷　太郎 萩原　雄貴 湯谷 恵理子 寺本　尚子 本郷　未生

大島FTG 市役所 フリー ジュエ 三菱重工 相模原GTC 大島FTG フリー フリー JSS相模

長嶋　秀和 猪又　一晃 中島　究 福原　俊夫 布野　高志 吉田　弘 長谷川 享也 早坂　恵 寺本　尚子 岡野 智也子

フリー 新ｷｬﾀ三菱 相模原GTC フリー フリー 三菱重工 JSS相模 セストTC フリー JSS相模

中島　研 猪又　一晃 中島　究 本田　章二 布野　高志 加藤　勝 池内　輝 髙橋　亜弥 寺本 　尚子 江尻　磨美

相模原GTC 新ｷｬﾀ三菱 相模原GTC 大島FTG フリー 相模原GTC フリー セストTC フリー 大島FTG

木村　篤 中島　究 高橋 英敏 久保田　隆 布野　高志 北洞 信也 山口 司紗 寺本 　尚子

コロナＴＣ 相模原GTC フリー フリー フリー 相模原GTC セストTC フリー

山口　雄大 長縄　浩司 渋谷　嘉一 中島 　　究 島田　　豊 布野　高志 吉田 　　弘 五十嵐　勇 羽織屋　蓮 高橋　亜弥 平田　睦子 横川　仁美

大島FTG NEC 市役所 相模原GTC フリー 大島FTG 三菱重工 三菱重工 コロナTC ゼストTC 大島FTG フリー

山口　雄大 河本  卓也 土屋　博文 間野  裕一 戸木　教夫 布野　高志 笹本　敏郎 加藤　　勝 松尾　崇平 高橋　亜弥 寺本　尚子 能崎　真綾

大島FTG パパスTC フリー 三菱重工 ジュエＩＴ 大島FTG NEC ねんりんTC 大島FTG ゼストTC フリー フリー

横山　洋一 伊藤  昇 中山  悟 間野  裕一 中島  究 吉田　博行 北洞　信也 小田　一洋 藤田　勝美 松岡美智子 寺本　尚子 須田　萌夏

ジュエＩＴ フリー クロ－バＴＡ 三菱重工 相模原ＧＴＣ 大島FTG 相模原ＧＴＣ ねんりんTC 大島FTG ｷｬﾀﾋﾟﾗｰJ フリー 大島FTG

木村　篤 山口　晃弘 中山  悟 間野  裕一 羽田　圭介 吉田　博行 福原　俊夫 落合　康容 五十嵐　勇 有泉　智寛 上田　沙季 松田　由紀 須田　萌夏

コロナTC フリー クロ－バＴＡ 三菱重工 三菱重工 大島FTG 相模原ＧＴＣ ねんりんTC 三菱重工 フリー コロナＴＣ フリー 大島FTG

黒田壮悟 山口　晃弘 土屋　博文 間野  裕一 猪又一晃 吉田　博行 福原　俊夫 河本  保 五十嵐　勇 成木歩夢 上田沙季 山下美智子 岩田麗世

ファーイースト フリー フリー 三菱重工 CAT 大島FTG SGTC フリー 三菱重工 CLOVER スポーツガーデン フリー CLOVER

井上　貴太 荻原　渉 土屋　博文 小池辰明 猪又一晃 鈴木照雄 池守典行 落合　康容 五十嵐　勇 生野　大翔 菅野沙友李 佐藤　早苗 小林　桃子

大島FTG フリー フリー 大島FTG ＣＡＴ ＮＥＣ フリー ねんりんTC 三菱重工 大島FTG フリー ＣＬＯＶＥＲ テニスフォーラム

2014.03.31現在　

2013 27 429

2012 26 421

あじさいカップテニストーナメント歴代優勝者

女　　　　　　　　　　　　　　　　　　　子

2010 24 449

開催年 回

1987 1 326

1992

2011 25 411

2008

585

1989 3

22 398

2009 23 441

400

1988 2 375

1990 4 493

1994 8 629

5 5551991

6 633

1993 7

1995 9 620

1996 10 599

1997 11 551

1998 12 576

1999 13 491

2000 14 461

2004

2001 15 414

18 434

2002 16 428

2003 17 424

2007 21 380

2005 19

2006 20 410

444


