
大　会　記　録　①　（秋季テニスの部）

 種　目   　 優　　勝   　　準　優　勝  種  目  　　　優　　勝  　　準　優　勝

 第１回  男子単  中本　芳之 (市役所テニス部)  中山　清志　 (香里南之町)  男子複  藤原・髭野　(市テニス協会)  赤井・中本 (市役所テニス部)

 Ｓ48年  女子単  橋爪　　　  (市テニス協会)  水谷  佐江子(市テニス協会)  女子複  橋爪・唐沢　(市テニス協会)  益田・岸  (市テ協･日本原子)

 第２回  男子単  中本　芳之 (市役所テニス部)  中山　清志   (香里南之町)  男子複  赤井・中本 (市役所テニス部)  鈴木・居関 (池田本･市テ協)

 女子単  益田  美代子(市テニス協会)  鏡畑　佳子  (市テニス協会)  女子複  益田・内海  (市テニス協会)  鏡畑・川端 (市テ協･市役テ)

 第３回  男子単  江口　芳雄  (日本ペイント)  中本　芳之 (市役所テニス部)  男子複  丸岡・那須 (香里南･田井町)  大森・中林  (日本ペイント)

 女子単  大森　敦子   (成田町  )  内海　道子  (市テニス協会)  女子複  内海・岩田  (市テニス協会)  吉田・安沢 (三井丘･大利町)

 混合複  福田・中本 (市テ部･聖母中)  奥野・中ノ森 (豊野町  )

 第４回  男子単  釜田　和嘉  (日本ペイント)  引地　茂     (池田本町 )  男子複  江口・合田  (日本ペイント)  尾崎・西川   (昭和高分子)

 女子単  福田　実香   (聖母女学高)  田中　暁子  (市テニス協会)  女子複  板垣・武部   (倉紡技研 )  福田・福田(聖母高･市テ協会)

 混合複  松尾・松尾   (香里西之町)  福田・中本(市テ部･聖母高)

 第５回  男子複  江口・福島  (日本ペイント)  尾崎・宮本   (昭和高分子)  女子複  後藤・板垣   (倉紡技研 )  西田・谷沢  (市テニス協会)

 第６回  男子複  赤井・中本 (市役所テニス部)  岡田・唐津   (大金製作所)

 第７回  男子単  引地　茂     (池田本町 )  木下　　     (     )  女子単  脇村　恵美子 (府立高専 )  竹内        (日本科学治金)

 第８回  男子単  越智　徹　   (三井が丘 )  三屋　一義   (EMTC )  女子単  野村　妃佐子 (太 秦  )  山崎　康子    (府立高専)

 第９回  男子単  三屋　一義   (EMTC )  引地  茂     (池田本町 )  女子単  野村　妃佐子 (太 秦  )  脇村恵美子   (府立高専 )

 第10回  男子単  越智　徹     (三井が丘 )  夏秋　義広   (メイプル )  女子単  森岡　明子   (幸 町  )  小山　晶子   (八坂町  )

 第11回  男子単  中瀬　吉昭   (原研大阪 )  福田　正佳   (萱島東  )  女子単  小山　晶子   (八坂町  )  大出　啓子   (菅相塚町 )

 第12回  男子単  高橋　清次   (萱島東  )  三輪  保   (市役所テニス部)  女子単  沢井　信枝   (EMTC )  村本　文枝   (EMTC )

 第13回  男子単  中瀬　吉昭 (三井が丘JTC)  高橋　清次 (リバ-サイドT)  女子単  北村　江里奈(香里グリ-ン)  北村  敏子  (香里グリ-ン)

 第14回  男子単  有馬　実    (FLAPPY)  安藤　四郎   (EMTC )  女子単  浜田　洋子　(市テニス教室)  斉藤　義子　 (親 球 会)

 第15回  男子単  谷川　俊一  (市役所テニス)  安永　幸弘 (寝屋川養護職員)  女子単  上絛　光子　(市テニス教室)  我奈覇たまみ(香里グリ-ン)

 第16回  男子単  田中　幸治   (宝田TCP)  中垣　和孝   (EMTC )  女子単  我奈覇たまみ(香里グリ-ン)  上絛　光子　(市テニス教室)

 第17回  男子単  平尾　忠久 (タダクロクラブ)  古山　直征   (御殿山TC)  女子単  上条　光子  (市テニス教室)  我奈覇たまみ(香里グリ-ン)

 第18回  男子単  大西　章人   (K.T.C)  馬場　敏    (市テニス教室)  女子単  我奈覇たまみ(香里グリ-ン)  梅本　祐子　 (SLTC )

 第19回  男子単  桑野　敏明 (くろがね工作所)  庄司　吉男   (MTC  )  女子単  梅本　祐子   (SLTC )  鍋島　真紀　 (SLTC )

 第20回  男子単  藤井　祥二 (くろがね工作所)  永尾　吾郎   (高 宮  )  女子単  米原　信予  (市役所テニス)  鮫島  裕美子(香里グリ-ン)

 第21回  男子単  三浦　　滋 (サンライズTC)  山本　昭也   (EMTC )  女子単  吉田佑美子   (メイプル )  山田　晶子   (EMTC )

 第22回  男子単  山本　昭也   (EMTC )  三浦　滋   (サンライズTC)  女子単  加藤　洋子  (香里グリ-ン)  望田　千尋   (EMTC )

 第23回  男子単  中垣　和孝   (EMTC )  三浦　滋     (EMTC )  女子単  秋月　和枝   (EMTC )  吉田裕美子   (リ-フ  )

 第24回  男単Ａ  三浦　滋     ( EMTC )  中垣　和孝   (EMTC )  男単Ｂ  涌本　篤宣   (NTC  )  奥本　剛朗 (東寝屋川高TC)

 女子単  鮫島　裕美子 (EMTC )  加藤　洋子  (香里グリ-ン)

 第25回  男単Ａ  中垣　和孝   (EMTC )  玉木　久寿   (EMTC )  男単Ｂ  中本　欣也  (帝塚山T.C)  錦織　強  　(RETEST)

 女子単  前田　恭子   (EMTC )  岩知道貴子  (市テニス教室)

 第26回  男単Ａ  小田  正太郎 (国守町  )  中垣　和孝   (EMTC )  男単Ｂ  松本　篤     (上田美術店)  亀川　慎司  (東寝屋川TC)

 女子単  下岡　睦子   (香里グリ-ン)  広瀬　奈鶴 　(高 宮  )

 第27回  男単Ａ  小田  正太郎 (国守町  )  前田　雅生　 (EMTC )  男単Ｂ   沖　 拓磨   (EMTC )  和久　雅信　 (香里新町 )

 女子単  石井　曜子　 (EMTC )  大谷　則子　 (堀 溝  )

 第28回  男単Ａ  小田  正太郎  (国守町 )  多田　博登　 (高専クラブ)  男単Ｂ  田中　克憲 (T.U.T.C)  巽　 克英 (T.U.T.C)

 女子単  大谷　則子　　(堀 溝 )  野々垣しのぶ (打 上  )  混合複  鈴木・篠倉 (バ-バリアンズ)  美馬・我那覇(香里グリ-ン)

 第29回  男単Ａ  相原のぶひろ (のぶひろ塾)  坂田　郁夫　  (のぶひろ塾)  男単Ｂ  高田　慎也 (桑田庭球倶楽部)  高橋　宏行  (オリエント化学)

 女子単  萩山 喜代美 (バ-バリアンズ)  野々垣しのぶ  (香里グリ-ン)

 混複Ａ  米原・小林  (バ-バリアンズ)  篠倉・鈴木    (香里Ｇ)  混複Ｂ  明見・明見  (たちばな)  脇村・萩原  (高専クラブ)

 第30回  男単Ａ  北口　和雅  (Plats)  川上　伸吾    (カルピス)  男単Ｂ  鈴木　幸信  (Ｓ.Ｓ.Ｔ)   実 　英希  (くろがね工作所)

 女子単  木村　俊子 (ジャパンエ-ス)  野々垣しのぶ (香里グリ-ン)

 混複Ａ  濱 ・立川  (バ-バリアンズ)  長崎・村田   (バ-バリアンズ)  混複Ｂ  川本・川本  (コリ-ヌアミカル)  真鍋・横井  (コリ-ヌアミカル)

 第31回  男単Ａ  田口　智之 (バ-バリアンズ)  柳村　智之   (ひよこクラブ)  男単Ｂ  須崎　英明  (香里グリ-ン)  岩崎　順     (フリ-)

 女子単  金村　眞琴 (バ-バリアンズ)  八牧　由香   (かいわれ)  混105歳  富森・三輪  (香里グリ-ン)  真鍋・横井  (コリ-ヌアミカル)

 混複Ａ  秋田・山崎  (守口ＴＣ)  金村・隈部   (バ-バリアンズ)  混複Ｂ  八牧・荒川  (かいわれ)  荒川・上村  (かいわれ)

 第32回  男単Ａ  錦織　宏 　(バ-バリアンズ)  川上　伸吾   (三和STC)  男単Ｂ  申　　命根  (千里丘TC)  多田　博登  (高専クラブ)

 女子単  金村　眞琴  (バ-バリアンズ)  秋田　亜里砂 (守口TC)  混90歳  濱　・濱　  (バ-バリアンズ)  赤司・高西  (千里丘TC)

 混複Ａ  城戸・伊佐  ( 里丘TC)  三嶋・立川   (バ-バリアンズ)  混複Ｂ  藪　・堀家  (郡津ＴＣ)  加地・大西  (守口ＴＣ)



大　会　記　録　②　（秋季テニスの部）

 種　目   　 優　　勝   　　準　優　勝  種  目  　　　優　　勝  　　準　優　勝

 第33回  男単Ａ  北口　和雅   (Plats)  錦織　宏　   (香里Ｇ)  男単Ｂ  福井　貴士  (フリ－)  巴　敦則     (フリ－)

 女子単  大森　藍     (パブリック小倉)  川嶋　道代   (千里丘TC)  混90歳  濱　・濱　  (バ-バリアンズ)  吉田・江口 (香里･日本ペイン

ト)

 混複Ａ  城戸・伊佐  (千里丘TC)  金村・隈部   (守口TC)  混複Ｂ  西村・西村  (千里丘TC)  錦織・錦織  (香里Ｇ)

 第34回  男単Ａ  坪口　健吾  (フリ－)  倉橋　徹　   (うめ－ず)  男単Ｂ  美馬　眞一  (香里Ｇ)  福井　康次  (守口ＴＣ)

 女単Ｂ  大賀ひろみ  (守口TC)  岡谷多希子   (フリ－)  混90歳  濱　・濱　  (バ-バリアンズ)  西村・西村  (千里丘TC)

 混複Ａ  城戸・伊佐  (千里丘TC)  秋田・生良    (守口TC)  混複Ｂ  岡本・山本  (香里Ｇ)  川口・石澤  (守口ＴＣ)

 男単Ａ  伊崎　一哉  (三都庭球会)  佐藤　慎吾    (ウィザ-ド)  男単Ｂ  西野　喜治  (フリ－)  浪越　進一  (フリ－)

 第35回

 女単Ａ  仁木島まゆみ (ウィザ-ド)  秋田　亜里砂 (守口TC)  女単Ｂ  安達さやか  (ウィザ-ド)  粟野恵美子  (横山塾)

 混複Ａ  垣内・垣内  (バ-バリアンズ)  秋田・柴田    (守口TC)  混複Ｂ  山田・大岸  (フリ－)  表　・永井  (横山塾･EMTC)

 混90歳  山本・屋代 （サンランド ）  山盛・宮本   (千里丘TC)  混105歳  田村・美馬  (香里Ｇ)  長崎・手槌  (バ-バリ･千里丘)

 第36回  男単Ａ  ダブル優勝 錦織　宏(フリ－)／伊崎　一哉(三都庭球会  男単Ｂ  丸岩　雄治（香里丘高OB)  角田　朋弘  (三都庭球会 )

 Ｈ20年  女単Ａ 不成立  女単Ｂ  濱本　菜　    (銀河)  中　　敏美  (ＴＳ奈良)

 混複Ａ  辻　・澤田　(フリ－)  金村・隈部(守口ＴＣ)  混複Ｂ  奥代・堀家  (星田TC)  鈴木・嶋谷  (香里G･フリ-)

 混90歳  松田・渡辺  (守口･サニ-タウン)  有馬・相原  (オ-シャンズ)  混105歳  濱　・濱     (香里G･守口TC)  豆田・手槌  (水無瀬TC)

 第37回  男単Ａ  錦織　宏    (フリ－)  倉橋　徹　   (がけっぷち)  男単Ｂ  浪越　進一  (フリ－)  村田  都博　(交野市)

 Ｈ21年  女単Ｂ  表  寛子     (横山塾)  粟野恵美子　(横山塾)  女単45  松井　美都　(サンテ)  佐中  雅子　(サンテ)

 混複Ａ 不成立  混複Ｂ  安荘・長崎   (ウィザ-ド)  鈴熊・二宮　(関　大)

 混90歳  四宮・清水  (香里Ｇ)  長崎・鈴木  (守口TC･SST)  混105歳  山口・村田　(交野市)  濱　・濱   (香里G･守口TC)

 第38回  男単Ａ  向井  正明   (交野市)  錦織　宏     (フリ－)  男単Ｂ  孫工隆(ぶつかり稽古)正木裕太

(星田)
 伊藤　真一　(フリ－)

 Ｈ22年  女単Ｂ  今井　美香  (サンライズ )  村上　由紀   (フリ－)

 混複Ａ 不成立  混複Ｂ  神内・神内  (ＥＬ　)  東谷・嶋谷   (ＥＬ　)

 混90歳  山口・村田  (交野テニス )  長崎・隈部    (香里・守口TC)  混105歳 不成立

 第39回  男単Ａ  丸岩　雄治  (京産大)  向井  正明     (交野市)  男単Ｂ  青木　陵平  (ぶつかり稽古)  孫工　隆　  (ぶつかり稽古)

 Ｈ23年  女単初中  長崎美代子  (スリ-オ-シャン

ズ)
 村上　由紀    (フリ－)  混複Ｂ  内田・入江   (SEIUN )  黒田・黒田  (S.S.T)

 混複Ａ  秋田・澤田  (守口TC)  西岡・佐々木 (日本ペイント)  混100歳  谷村・原田   (水曜会)  真喜志・真喜志(遊々)

 第40回  男単AB  牧野　聡　 （パールTS枚方）  曽川　大輔   （星田TC）  男単初中 Ｗ優勝 長崎寛範（ｽﾘｰｵｰｼｬﾝ）  西島啓介    （フリー）

 Ｈ24年  女単初中  田岡　雅子 （枚方津田高）  五味利枝子   （堺市　）　  混複初中  永岡・佐伯　(フリ－)  浜口・西川 （フリー）

 混複ＡＢ  舩磐・高橋 （TEAM LABO）  岩井・折山   （フリー）  混100歳  澤田・嶋谷   (SST･フリ-)  濱　・濱     (香里G･守口TC)

 第41回  男単AB

 雨天の為中止

 男単初中

 雨天の為中止 Ｈ25年  女単初中  混複初中

 混複ＡＢ  混100歳

 第42回  男単AB  松田　龍輝（ハローテニス）  丸岩　雄治  (パナソニック)  男単初  高木　翔太　  (ぶつかり稽古)  角田　孝敏　（すてら）

 Ｈ26年  女単初中  天候不順の為中止  混複初中  長崎・長崎　（ｽﾘｰｵｰｼｬﾝ）  元川・高木　(フリ－)

 混複ＡＢ  秋田・小柴　（守口ＴＣ）  岡田・岡田　（フリー）  混100歳  中道・足立(ｳｴﾝｽﾞ･ｼﾞｬﾊﾟﾝｴｰｽ)  森本・弓田  （MEＲMAID）

 第43回  男単AB  籠谷　泰生（フリー）  山崎　純一（行け行けの森）  男単初  樋口　英明（フリー）  伊藤　真一　(フリ－)

 Ｈ27年  女単初中  長岡　彩香（フリー）  岩井　敦子（三和STC）  混複ＡＢ  秋田・水本　（第三庭球部）  岩井・石田 （三和STCフリー）

 男複ＡＢ  隈部・緒方　 （Bear"s）  松井・藤井(摂津高・テニコミ)  混複初中  井上・江藤　(フリ－)  元川・高木 （フリー）

 男複初中  増本・高木　(Team 若葉)  能登・中村　(カオス会)  混100歳  隈部眞・重盛 （Bear"s）  長崎・郷　（香里Ｇ・フリー）

 第44回  男単AB 　　　　　　　　　　北山　直樹（新行け行けの森）石井　亮丞（GHN 男単初 　　　　　　　　　福井　貴士（チームＮＦ）隈部　敏之（Bear"s）

　　　　　　　　　　高木　翔太（練成会）　　　　中西　功（フリ－５） 　　　　　　　　　前田　勝弘（Ardes_yo）

 Ｈ28年  女単初中  秋田亜里砂（守口ＴＣ）  隈部　眞琴（Bear"s）  混複ＡＢ  長岡・高木駿（ラクニー）  長崎・隈部敏（香里Ｇ・Bear"s）

 男複ＡＢ  伊東展・祖開（フリー）  山本浩・小守（土曜午前会） 混初中全英  関　朗・関　喜（MEＲMAID）  浜口・浜口 （ソレイユ）

 男複初中  峰　　・石角（フリー）  増本・高木　(Team 若葉) 混初中全米  井上・江藤 　  （MEＲMAID）  宮脇・宮脇（ボヘミアン）

 第45回 　全英ゾーン（男子単AB級・初級） 　全米ゾーン（男子単AB級・初級）

 男単AB  小守　義人（チームクランバー）  大楽慎太郎（フリー）  男単AB  丸岩　雄治  (パナソニック)  大原　瑞樹(大成学院高)

 男単初  重松　一剛（ＡＢＮ）  小守　大地（星田ＴＣ）  男単初  村上　篤（リターンファイブ）  明神　孝幸（てにっしゅ）

 Ｈ29年  女単初中  前田　宏美（TG高槻）  仁木久美子（Ardes_yo）  混複ＡＢ
 雨天の為中止

 男複ＡＢ
 雨天の為中止

 混複初中

 男複初中  混100歳

日没の為

４名優勝
日没の為

３名優勝



大　会　記　録　③　（春季・秋季テニスの部）

 種　目   　 優　　勝   　　準　優　勝  種  目  　　　優　　勝  　　準　優　勝

 第46回 　全英ゾーン（男子単AB級・初級） 　全米ゾーン（男子単AB級・初級）

 男単AB 長　潤一郎（同志社香里高） 福田　州也（OIUぷらす）  男単AB 石井　亮丞（みーたろーず）  小守　義人（ﾁｰﾑｸﾗﾝﾊﾞｰ）

 男単初 古関　凌太（香里GTC） 谷本　慶一（フリー）  男単初 伊藤　真一（フリー） 戸松　靖史（フリー）

 Ｈ30年  女単初中 秋田亜里砂（EaE） 森田　奈緒（フリー）

 男複ＡＢ 吉田司・石井（tennisegg・フリー 福田州・緒方（OIUぷらす）  混複初中 佐伯・竹越（OIUぷらす）  辻巻・小林洋（フリー）

　複は、深北  男複初中 村田滉・山下皓（星田・ITW）  混100歳 長崎・隈部敏（香里Ｇ・Bear"s）  脇　・角　（フリー）

 第47回 　全英ゾーン（男子単AB級・女子単初中級） 　全米ゾーン（男子単AB級・女子単初中級）

 男単AB 肝付　聡（OIUぷらす）  小守　義人（ﾁｰﾑｸﾗﾝﾊﾞｰ）  男単AB 佐伯　優勇（OIUぷらす） 高木ゆうじ（フリー５）

 女単初中 竹越　文佳（OIUぷらす） 仁木久美子（Ardes_yo）  女単初中 湯本　成美（すてら） 角田登久子（すてら）

　全仏ゾーン（男子単初級） 　全豪ゾーン（男子単初級）

 男単初 澤井真夏波（和歌山インドアTC） 福永　湧己（ＭＴＰ）  男単初 尾通　正章（tennis egg） 矢野　稜（OIUぷらす）

 令和元年  男単50歳 江口　雅之（新・行け行けの森） 脇　孝司（フリー）

 男複初 弓田・大橋（尼北OB会） 岡田・石田（カルシウム・アイアイ

 男複ＡＢ 河村英・藤田裕（フリー） 西口・土居（ＳＦローン）  男100歳 大家・市川（オーシャンズ・フリ－）足立・酒井（ｼﾞｬﾊﾟﾝｴｰｽ・たちばな園

 混複初中 　　　　　　　　　　　 　全英ゾーン（混合中初級）  混複初中 　　　　　　　　　　　　 全米ゾーン（混合初中級）

 混複初中 脇　・角　（フリー） 川端・北村春（秋　吉）  混複初中 坂本智・三根（すてら）  関　朗・関　喜（MEＲMAID）

 第48回 　全英ゾーン（男子単AB級・女子単初中級） 　全米ゾーン（男子単AB級・女子単初中級）

 男単AB 小守　義人（ﾁｰﾑｸﾗﾝﾊﾞｰ） 有田　健二（フリー）  男単AB 小山　潔（フリー） 江崎　拓真（tennisegg）

 女単初中 Ｗ優勝　　冨田　久美（トミーズ）岩渕美智代（てにっしゅ）  女単初中

　全仏ゾーン（男子単初級） 　全豪ゾーン（男子単初級）

 男単初 中村恒太郎（ＯＴＫ） 小松　翔太（ＴＮＳ)  男単初 藤原　崇宏（フリー） 山内　颯介（立命宇治中）

 令和２年  男単50歳 杉本　敦（フリー） 江口　雅之（三郷ウッディーズ）

　全仏ゾーン（男子複初級） 　全豪ゾーン（男子複初級）

 男複初 水野・Hutchings（ともの会）　 柏谷・井上（フリー）  男複初 馬場・小松（ＴＮＳ） 山本・山田（come on）

 男複ＡＢ 雨宮・土肥（フリー） 清水・徳永（ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ・ｺｽﾊﾟ御殿山）

 男100歳 柴田・柴田（カラバッシュ・フリー米澤・佐々木（土曜午前会）  女100歳 大田・森田（フリーＫ） 今西・梅原（香里Ｇ）

　　　　　　　　　　　 　全英ゾーン（混合中初級） 　　　　　　　　　　　　 全米ゾーン（混合初中級）

 混複初中 辻巻・関本（すてら） 北村・北村（チーム中の島）  混複初中 角田・角田（すてら） 長谷川・阪本(BONBON・come on)

 第49回 　　　　　　５月春季シングルス大会中止により春季メモリアル大会８月８日開催　単・複に変更

春季  男単AB 酒井　優吉（フリー） 名倉　健（練成会）  男単初 須田　北斗（ＲＣＳ) 駒田　達哉（三重県庁）

メモリアル  女単初中 岩見　素子（フリー） 藤村久美子（すてら）

 令和３年  男複ＡＢ 内村・米澤（insidevillage/フリー）中本・隈部（トヨタ・フリー）  女複初中 高橋・杉山（フリー） 喜多・河関（新・行け行けの森）

 第50回 　全英ゾーン（男子単AB級・女子単初中級） 　全米ゾーン（男子単AB級・女子単初中級）

 男単AB 福永　湧己（ＭＴＰ） 池田　卓矢（チームフォレスト）  男単AB 山内　颯介（立命宇治高） 酒井　優吉（フリー）

 女単初中 藤森　美咲（コスパ神崎川） 岸　涼香（フリー）

　全仏ゾーン（男子単初級） 　全豪ゾーン（男子単初級）

 男単初 長尾　良二（RCS） 川原　靖幸（HOS花園）  男単初 皆見　幸治（finシングルス） 福永　究（ＭＴＰ）

 令和３年  男単50歳 田中　耕司（バーバリアンズ） 山本　和志（ブーン・ブーン）

 男複初 倉増・岩谷友（フリー） 窪田・古賀（LYNX）  男複初

 男複ＡＢ 丸岩・花村（パナソニック） 中西・三砂（テニスパーサーズ）

 男100歳 山本浩(LarkSports)・佐々木(土曜午前会大家・市川（オーシャンズ・フリ－） 女100歳 東（フリー）・山本和（サン城陽）新熊・田中郁（YDK）

　　　　　　　　　　　　 全英ゾーン日没W優勝 　　　　　　　　　　　　 全米ゾーン日没W優勝

 混複初中 小澤・山崎（ルーセント八尾）　荒田・倉重桟敷・桟敷（フリーN）  混複初中 栗田・古賀(NorthReds)　桟敷・桟敷（フリー）

 第51回 　全英ゾーン（男子単AB級・女子単初中級） 　全米ゾーン（男子単AB級・女子単初中級）

 男単AB 名倉　健（練成会） 藤田　浩嗣（フリー２）  男単AB 村上　大喜（フリー） 大嶋　希来（TeamK）

 女単初中 桟敷　知彩（フリー） 川口　佳保吏（Hnkees）

春季 　全仏ゾーン（男子単初級） 　全豪ゾーン（男子単初級）

シングルス  男単初 小川　翔馬（S-Park） 岩谷　友晴（クリップ）  男単初 岩谷　諒大（クリップ） 田川　巧貴（TeamK）

 令和４年  男単50歳 辰　信二（香里グリーン） 井上　達史（小松病院）


