
§ 長野県テニス協会：全国大会入賞者 § 

昭和３０年(1955)～平成２３年(2011) 

 

昭和４８年（１９７３） 

甲田英俊（上田高校）     第 28 回千葉国体テニス競技          高校男子      ベスト８ 

米山弘之（松商学園高校）  第 28 回千葉国体テニス競技          高校男子      ベスト８ 

 

昭和４９年（１９７４） 

三村 明（塩尻テニス協会）  第 29 回茨城国体テニス競技          成年男子      ベスト８ 

小林洋一（上田テニス協会） 第 29 回茨城国体テニス競技           成年男子      ベスト８ 

伊藤祐一（上田テニス協会） 第 29 回茨城国体テニス競技           成年男子      ベスト８ 

小林竜男（上田テニス協会） 第 29 回茨城国体テニス競技           成年男子      ベスト８ 

 

昭和５８年（１９８３） 

中曽根英明（上田東高校）  第 38 回群馬国体テニス競技           少年男子      ベスト４ 

岡安克弘（松商学園高校）  第 38 回群馬国体テニス競技           少年男子      ベスト４ 

 

昭和６１年（１９８６） 

工藤法子（長野市テニス協会） 第 41 回山梨国体テニス競技         成年女子      ベスト８ 

清水明美（長野市テニス協会） 第 41 回山梨国体テニス競技         成年女子      ベスト８ 

 

昭和６２年（１９８７） 

三村貴裕（白馬小学校）     第 5 回全国小学生テニス選手権大会    男子Ｓ       ベスト４ 

 

昭和６３年（１９８８） 

長野県レディース         第 10 回全国レディーステニス大会      女子団体      第４位 

 

平成３年（１９９１） 

北沢竜一（篠ノ井東中学校）   第 19 回全国中学校テニス選手権       男子Ｓ         ベスト８ 

                    1991全国選抜ジュニアテニス選手権    12歳以下男子Ｓ  ベスト８ 

長野県チーム           第 4 回全国健康福祉ねんりんピック     年齢別団体     ベスト８ 

 

平成４年（１９９２） 

斉藤政宏（松商学園高校）   第 47 回山形国体テニス競技         少年男子       第７位 

小松浩康（松商学園高校）   第 47 回山形国体テニス競技         少年男子       第７位 

山崎喜一郎（松本テニス協会）第 54 回全日本ベテランテニス選手権     65 歳以上男子Ｓ  ベスト８ 

河合俊治（松本テニス協会）  第 54 回全日本ベテランテニス選手権     65 歳以上男子Ｓ  ベスト８ 

北沢竜一（篠ノ井東中学校）  第 19 回全国中学校テニス選手権        男子Ｓ         ベスト８ 

松商学園高校テニス部男子  第 15 回全国選抜高等学校テニス選手権  男子団体        ベスト８ 

 

 



平成５年（１９９３） 

牛山秀子（松本テニス協会）  第 55 回全日本ベテランテニス選手権    40 歳以上女子Ｄ  ベスト４ 

 

平成６年（１９９４） 

富士通長野             第 33 回全国実業団テニス大会（Ｂ）     女子団体        第３位 

松本市役所             第 33 回全国実業団テニス大会（Ｂ）     男子団体       ベスト８ 

 

平成７年（１９９５） 

シメオ精密㈱            第 34 回全国実業団テニス大会（Ｂ）      男子団体       第４位 

富士通長野             第 34 回全国実業団テニス大会（Ｂ）      女子団体      ベスト８ 

松商学園高校テニス部男子  第 85 回全国高等学校テニス選手権     男子団体      ベスト８ 

 

平成８年（１９９６） 

山本英男（松本テニス協会）  第 58 回全日本ベテランテニス選手権   55 歳以上男子Ｄ   準優勝 

シメオ精密㈱            第 35 回全国実業団テニス大会（Ｂ）    男子団体         第３位 

松商学園高校テニス部女子  第 19 回全国選抜高等学校テニス大会  女子団体        ベスト４ 

若月一真（上田高校）       第 51 回広島国体テニス競技        少年男子         第７位 

宮下英也（松商学園高校）    第 51 回広島国体テニス競技         少年男子         第７位 

吉崎鶴代（松本テニス協会）   第 58 回全日本ベテランテニス選手権  45 歳以上女子Ｄ    ベスト８ 

尾又道子（岡谷市テニス協会） 第 58 回全日本ベテランテニス選手権  45 歳以上女子Ｄ    ベスト８ 

伊勢ミツ子（長野北部中学校） 第 61 回全日本ジュニアテニス選手権  14 歳以下女子Ｓ    ベスト８ 

長野スノーレッツ         第 9 回全国スポーツ・レクレーション祭  年齢別団体       ベスト８ 

長野県レディース         第 18 回全国レディーステニス大会    女子団体         ベスト８ 

 

平成９年（１９９７） 

松商学園高校テニス部女子  第 19 回全国選抜高校テニス大会       女子団体      ベスト４ 

尾又綾香（日本体育大学）   第 52 回大阪国体テニス競技            成年女子       第７位 

尾又明日香（立教大学）     第 52 回大阪国体テニス競技            成年女子       第７位 

 

平成１０年（１９９８） 

山崎喜一郎（松本テニス協会）  第 60 回全日本ベテランテニス選手権   65 歳以上男子Ｄ ベスト８ 

小林今朝夫（長野市テニス協会） 第 60 回全日本ベテランテニス選手権   65 歳以上男子Ｄ ベスト８ 

シメオ精密㈱              第 37 回全国実業団テニス大会（Ｂ）    男子団体      ベスト８ 

ＳＹＣクラブ              第 10 回全国スポーツ・レクレーション祭  年齢別団体    ベスト８ 

 

平成１１年（１９９９） 

シメオ精密㈱              第 38 回全国実業団テニス大会（Ｂ）     男子団体     準優勝 

 

平成１２年（２０００） 

シメオ精密㈱             第 39 回全国実業団テニス大会（Ｂ）      男子団体       優勝 

 

 



平成１３年（２００１） 

シメオ精密㈱             第 40 回全国実業団テニス大会（Ｂ）      男子団体      第３位 

松商学園高校テニス部男子   第 23 回全国選抜高校テニス大会       男子団体     ベスト８ 

松商学園高校テニス部女子   第 23 回全国選抜高校テニス大会       女子団体     ベスト８ 

 

平成１４年（２００２） 

山崎喜一郎（松本テニス協会） 第 64 回全日本ベテランテニス選手権   70 歳以上男子Ｄ   ベスト８ 

清水悦雄（飯田テニス協会）   第 64 回全日本ベテランテニス選手権   70 歳以上男子Ｄ  ベスト８ 

長野県レディース         第 24 回全国レディーステニス大会     女子団体      ベスト８ 

 

平成１５年（２００３） 

奥原穂奈美（松本テニス協会） 第 65 回全日本ベテランテニス選手権   60 歳以上女子Ｄ  ベスト４ 

セイコーエプソン㈱         第42回全国実業団テニス大会（Ｂ）     男子団体       ベスト８ 

 

平成１６年（２００４） 

奥原穂奈美（松本テニス協会） 第 66 回全日本ベテランテニス選手権   60 歳以上女子Ｄ   準優勝 

小島絢美（上田第四中学校）  第 69 回全日本ジュニアテニス選手権   12 歳以下女子Ｓ  ベスト８ 

松尾絵里（松商学園高校）    第 69 回全日本ジュニアテニス選手権   18 歳以下女子Ｄ  ベスト８ 

今井桃子（松商学園高校）    第 69 回全日本ジュニアテニス選手権   18 歳以下女子Ｄ  ベスト８ 

松商学園高校テニス部女子   第 94 回全国高等学校テニス選手権大会 男子団体      ベスト８ 

セイコーエプソン㈱         第42回全国実業団テニス大会（Ｂ）     男子団体       ベスト８ 

 

平成１7 年（２００５） 

奥原穂奈美（松本テニス協会） 第 67 回全日本ベテランテニス選手権   60 歳以上女子Ｄ    優勝 

 

平成１８年（２００６） 

小林正明（松本テニス協会）  第 6 回日本スポーツマスターズ広島大会 35 歳以上男子Ｓ    優勝 

古谷和男（駒ヶ根テニス協会） 第68回全日本ベテランテニス選手権    65歳以上男子Ｓ  準優勝 

長野県教職員組合        第 44 回全国実業団テニス大会（Ｂ）     女子団体        第３位 

小島絢美（上田第四中学校）  第 71 回全日本ジュニアテニス選手権   12 歳以下女子Ｄ  ベスト４ 

牧野菜摘（宮田小学校）     第 71 回全日本ジュニアテニス選手権   12 歳以下女子Ｄ  ベスト４ 

菊川 栞（地球環境高校）    第 25 回全国選抜ジュニア(中牟田杯)大会 15 歳以下女子Ｄ  ベスト４ 

長野県レディース         第 28 回全国レディーステニス大会     女子団体       第４位 

奥原穂奈美（松本テニス協会） 第 68 回全日本ベテランテニス選手権   60 歳以上女子Ｄ  ベスト８ 

吉崎鶴代（松本テニス協会）  第 68 回全日本ベテランテニス選手権    55 歳以上女子Ｄ  ベスト４ 

牛山秀子（松本テニス協会）  第 68 回全日本ベテランテニス選手権    55 歳以上女子Ｄ  ベスト４ 

野村智弘（長野市テニス協会） 第 68 回全日本ベテランテニス選手権   35 歳以上男子Ｓ  ベスト８ 

 

平成１９年（２００７） 

伊藤 翼（松商学園高校）    第 62 回秋田国体テニス競技         少年男子        第４位 

伊藤 駿（松商学園高校）     第 62 回秋田国体テニス競技         少年男子        第４位 

松商学園高校テニス部男子  第 97 回全国高等学校テニス選手権大会 男子団体       ベスト８ 



平成２０年（２００８） 

窪田奈留美（松本テニス協会） 第 70 回全日本ベテランテニス選手権   45 歳以上女子Ｓ  ベスト４ 

阿部 遥（松商学園高校）    第 30 回全国選抜高校テニス大会      女子Ｓ         第６位 

中澤 優（松商学園高校）    第 29 回全日本ジュニア選抜室内選手権 18 歳以下男子Ｓ  ベスト８ 

菊川 栞（地球環境高校）    第 73 回全日本ジュニアテニス選手権   18 歳以下女子Ｓ  ベスト８ 

松商学園高校テニス部女子  第 98 回全国高等学校テニス選手権大会  女子団体      ベスト８ 

松商学園高校テニス部女子  第 30 回全国選抜高校テニス大会       女子団体      ベスト８ 

 

平成２１年（２００９） 

中村 礼（小布施栗が丘小学校）2009全国選抜ジュニア選手権        12歳以下女子Ｓ  ベスト４ 

                    第 27 回全国小学生テニス選手権      女子Ｓ        ベスト８ 

                    第 74 回全日本ジュニアテニス選手権   12 歳以下女子Ｄ  ベスト８ 

菊川 栞（地球環境高校）    第 30 回全日本ジュニア選抜室内選手権 18 歳以下女子Ｓ  ベスト４ 

渡辺 彩（松商学園高校）    第 64 回新潟国体テニス競技         少年女子        第６位 

牧野菜摘（宮田中学校）      第 64 回秋田国体テニス競技         少年女子        第６位 

森山未樹（上田丸子北小学校）第 74 回全日本ジュニアテニス選手権   12 歳以下女子Ｄ  ベスト８ 

窪田奈留美（松本テニス協会） 第 71 回全日本ベテランテニス選手権   45 歳以上女子Ｓ  ベスト８ 

野村由紀子（長野市テニス協会）第 9 回日本スポーツマスターズ静岡    40 歳以上女子Ｓ ベスト８ 

松商学園高校テニス部女子  第 31 回全国選抜高校テニス大会       女子団体      ベスト８ 

 

平成２２年（２０１０） 

窪田奈留美（松本テニス協会） 第 72 回全日本ベテランテニス選手権   45 歳以上女子Ｓ  ベスト４ 

吉崎鶴代（松本テニス協会）  第 72 回全日本ベテランテニス選手権    60 歳以上女子Ｄ  ベスト４ 

牛山秀子（松本テニス協会）  第 72 回全日本ベテランテニス選手権    60 歳以上女子Ｄ  ベスト４ 

諱 五貴（松商学園高校）    第 65 回千葉国体テニス競技         少年男子        第８位 

西脇一樹（松商学園高校）     第 65 回千葉国体テニス競技         少年男子       第８位 

 

平成２３年（２０１１） 

古谷和男（駒ヶ根テニス協会）第 35 回全日本グラスコートベテラン選手権 70 歳以上男子Ｓ   優勝 

                   第 73 回全日本ベテランテニス選手権     70 歳以上男子Ｓ  準優勝 

                   第73回全日本ベテランテニス選手権     70歳以上男子Ｄ  準優勝 

吉崎鶴代（松本テニス協会） 第 73 回全日本ベテランテニス選手権     60 歳以上女子Ｄ  ベスト４ 

牛山秀子（松本テニス協会） 第 73 回全日本ベテランテニス選手権     60 歳以上女子Ｄ  ベスト４ 

牧野菜摘（松商学園高校）  第 66 回山口国体テニス競技          少年女子        第６位 

中原理沙（地球環境高校）   第 66 回山口国体テニス競技          少年女子        第６位 

諱 五貴（松商学園高校）   第 66 回山口国体テニス競技          少年男子        第７位 

羽倉克樹（松商学園高校）   第 66 回千葉国体テニス競技          少年男子        第７位 

本藤咲良（長野三陽中学校） 2011 全国選抜ジュニアテニス選手権    12 歳以下女子Ｓ  ベスト８ 

 

 


