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平成２４年(2012)～ 

 

平成２４年（２０１２） 

吉崎鶴代（松本テニス協会）  第 74 回全日本ベテランテニス選手権   60 歳以上女子Ｄ    優勝 

牛山秀子（松本テニス協会）  第 74 回全日本ベテランテニス選手権   60 歳以上女子Ｄ    優勝 

諱 五貴（松商学園高校）   第 102 回全国高等学校テニス選手権    男子Ｄ          優勝 

 第 102 回全国高等学校テニス選手権    男子Ｓ        ベスト８ 

第 67 回岐阜国体テニス競技         少年男子       第７位 

西脇一樹（松商学園高校）   第102回全国高等学校テニス選手権    男子Ｄ          優勝 

 第 67 回岐阜国体テニス競技          少年男子       第７位 

牧野菜摘（松商学園高校）   第 102 回全国高等学校テニス選手権    女子Ｄ        準優勝

野崎真帆（松商学園高校）   第 102 回全国高等学校テニス選手権    女子Ｄ        準優勝 

古谷和男（駒ヶ根テニス協会） 第74回全日本ベテランテニス選手権    70歳以上男子Ｓ  ベスト４ 

第 74 回全日本ベテランテニス選手権    70 歳以上男子Ｄ  ベスト４ 

松商学園高校テニス部男子  第 34 回全国選抜高校テニス大会      男子団体      ベスト８ 

  第 102 回全国高校テニス選手権       男子団体      ベスト８ 

松商学園高校テニス部女子  第 34 回全国選抜高校テニス大会      女子団体      ベスト８ 

  第 102 回全国高校テニス選手権       女子団体      ベスト８ 

長野県レディース         第 34 回全国レディーステニス大会      女子団体      ベスト８ 

 

 

平成２５年（２０１３） 

奥原穂奈美（松本テニス協会） 第 75 回全日本ベテランテニス選手権   70 歳以上女子Ｄ  準優勝 

窪田奈留美（松本テニス協会） 第 75 回全日本ベテランテニス選手権   50 歳以上女子Ｓ  ベスト４ 

丸山隼弥（長野三陽中学校）  2013 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 

                    第 77 回全日本ジュニアテニス選手権   12 歳以下男子Ｓ  ベスト８ 

吉崎鶴代（松本テニス協会）  第 75 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 

牛山秀子（松本テニス協会）  第 75 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 

古谷和男（駒ヶ根テニス協会） 第75回全日本ベテランテニス選手権    70歳以上男子Ｓ  ベスト８ 

 

 

平成２６年（２０１４） 

奥原穂奈美（松本テニス協会） 第 76 回全日本ベテランテニス選手権   70 歳以上女子Ｄ  準優勝 

古谷和男（駒ヶ根テニス協会） 第 76 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 

市川雄大（松商学園高校）   第 78 回全日本ジュニアテニス選手権    18 歳以下男子Ｄ  ベスト８ 

中川雅之（松商学園高校）   第 78 回全日本ジュニアテニス選手権    18 歳以下男子Ｄ  ベスト８ 

 

 

 

 



平成２７年（２０１５） 

諱 五貴（明治大学）       平成 27 年度全日本学生室内テニス選手権  男子Ｓ       優勝 

  平成 27 年度全日本学生テニス選手権     男子Ｓ      準優勝 

  平成 27 年度全日本学生テニス選手権     男子Ｄ      ベスト４ 

 

西脇一樹（明治大学）      平成27年度全日本学生テニス選手権     男子Ｄ       ベスト４ 

平成 27 年度全日本学生室内テニス選手権  男子Ｄ       ベスト４ 

奥原穂奈美（松本テニス協会） 第 77 回全日本ベテランテニス選手権   70 歳以上女子Ｄ  ベスト４ 

吉崎鶴代（松本テニス協会）  第 77 回全日本ベテランテニス選手権    65 歳以上女子Ｓ  ベスト４ 

中島由佳（塩尻片丘小学校）  第 79 回全日本ジュニアテニス選手権   12 歳以下女子Ｓ  ベスト４ 

窪田奈留美（松本テニス協会） 第 77 回全日本ベテランテニス選手権   50 歳以上女子Ｓ  ベスト８ 

古谷和男（駒ヶ根テニス協会） 第 77 回全日本ベテランテニス選手権    70 歳以上男子Ｓ  ベスト８ 

川島和奏（松商学園高校）   第 79 回全日本ジュニアテニス選手権    16 歳以下女子Ｄ  ベスト８ 

笠原沙那（松商学園高校）   第 79 回全日本ジュニアテニス選手権    16 歳以下女子Ｄ  ベスト８ 

南 翔太（松商学園高校）    第 79 回全日本ジュニアテニス選手権    16 歳以下男子Ｄ  ベスト８ 

河内竜汰（松商学園高校）   第 79 回全日本ジュニアテニス選手権    16 歳以下男子Ｄ  ベスト８ 

杉森優輝（松商学園高校）   第 105 回全国高校テニス選手権       男子Ｓ        ベスト８ 

丸山隼弥（長野三陽中学校）  第 79 回全日本ジュニアテニス選手権    14 歳以下男子Ｓ  ベスト８ 

松商学園高校テニス部男子  第37回全国選抜高校テニス大会      男子団体       ベスト８ 

  第 105 回全国高校テニス選手権       男子団体      ベスト８ 

   

平成２８年（２０１６） 

吉崎鶴代（松本テニス協会）  第 78 回全日本ベテランテニス選手権    65 歳以上女子Ｓ   準優勝 

                   第 78 回全日本ベテランテニス選手権    65 歳以上女子Ｄ   準優勝 

牛山秀子（松本テニス協会） 第 78 回全日本ベテランテニス選手権    65 歳以上女子Ｄ   準優勝 

諱 五貴（明治大学）      第 71 回岩手国体テニス競技         成年男子       第 3 位 

 平成 28 年度全日本学生テニス選手権   男子Ｄ         ベスト４ 

 平成 28 年度全日本学生テニス選手権   男子Ｓ         ベスト８ 

                   第 91 回全日本テニス選手権         男子Ｓ         ベスト８ 

西脇一樹（明治大学）      第 71 回岩手国体テニス競技         成年男子       第３位 

 平成 28 年度全日本学生テニス選手権   男子Ｓ         ベスト４ 

                   第 91 回全日本テニス選手権         男子Ｄ         ベスト４ 

飯島啓斗（関西学院大学）   平成 28 年度全日本学生テニス選手権   男子Ｄ         ベスト８ 

窪田奈留美（松本テニス協会） 第 78 回全日本ベテランテニス選手権   50 歳以上女子Ｓ  ベスト８ 

中島由佳（塩尻丘中学校）   第 80 回全日本ジュニアテニス選手権    14 歳以下女子Ｄ  ベスト８ 

三上もみじ（長野東北中学校） 第 80 回全日本ジュニアテニス選手権   14 歳以下女子Ｄ  ベスト８ 

中島 暁（塩尻片丘小学校）  第 80 回全日本ジュニアテニス選手権    12 歳以下男子Ｓ  ベスト８ 

竹内あやか（松商学園高校）  第 106 回全国高校テニス選手権      女子Ｄ         ベスト８ 

朝倉菜月（松商学園高校）   第 106 回全国高校テニス選手権      女子Ｄ         ベスト８ 

伊藤優花（松商学園高校）   第 106 回全国高校テニス選手権      女子Ｄ         ベスト８ 

小林彩夕里（松商学園高校）  第 106 回全国高校テニス選手権      女子Ｄ        ベスト８ 

松商学園高校テニス部女子  第 106 回全国高校テニス選手権      女子団体       ベスト８ 



平成２９年（２０１７） 

松商学園高校テニス部女子  第 107 回全国高校テニス選手権      女子団体       準優勝 

川島和奏（松商学園高校）   第 107 回全国高校テニス選手権      女子Ｄ         ベスト４ 

笠原沙那（松商学園高校）   第 107 回全国高校テニス選手権      女子Ｄ         ベスト４ 

キッセイ薬品工業㈱       第 56 回全国実業団対抗テニス大会（Ｂ） 女子団体       ベスト４ 

窪田奈留美（松本テニス協会） 第 79 回全日本ベテランテニス選手権   55 歳以上女子Ｓ  ベスト４ 

吉崎鶴代（松本テニス協会）  第 79 回全日本ベテランテニス選手権    65 歳以上女子Ｓ  ベスト８ 

中島 暁（塩尻片丘小学校）  第35回全国小学生テニス選手権      男子Ｓ         ベスト８ 

 

平成３０年（２０１８） 

キッセイ薬品工業㈱       第 57 回全国実業団対抗テニス大会（Ｂ）  女子団体        優勝 

石垣秀悟（松商学園高校）   第 82 回全日本ジュニアテニス選手権    16 歳以下男子Ｄ  ベスト４ 

原 風斗（松商学園高校）    第 82 回全日本ジュニアテニス選手権    16 歳以下男子Ｄ  ベスト４ 

 


