
【第３３回テニス日本リーグ】 ２０１９年２月１０日

個人賞一覧表（男子）
１．個人賞 サイン：

表　彰　項　目　 区　分 会　社　名 選　手　名
ﾐﾂﾋﾞｼﾃﾞﾝｷ ﾌｸﾀﾞ　ｹﾝｼﾞ

(1) 最高殊勲選手賞 男子 ① 三菱電機 福田　健司

ﾔﾀ　　ﾋﾛｷ
② 矢多　弘樹

(2) 最優秀選手賞 男子 ① 該当なし

ﾐﾂﾋﾞｼﾃﾞﾝｷ ﾀｶﾊｼ　ﾕｳｽｹ
(3) 優秀選手賞 男子 ① 三菱電機 高橋　悠介

ｲﾏｲ　 ｼﾝﾀﾛｳ
② イカイ 今井　慎太郎

ﾊｲﾓﾄｿｳｷﾞｮｳ ｵｶﾑﾗ　ｲｯｾｲ
③ 橋本総業ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 岡村　一成

ﾔﾏｷ ｼﾗｲｼ　ﾋｶﾙ
④ 山喜 白石　光

　　　ｺｳﾊﾂ ﾓﾘﾀﾆ　ｿｳｲﾁﾛｳ
⑤ レック興発 守谷　総一郎

　　　　ﾋﾞｮｳｲﾝ ｶﾜｶﾐ　ﾘﾝﾍﾟｲ
⑥ あきやま病院 川上　倫平

　　　　ﾋﾞｮｳｲﾝ ｵﾉﾀﾞ　　ｹﾝ
⑦ あきやま病院 小野田　賢

　　　　ﾋﾞｮｳｲﾝ ﾌｼﾞｲ　ｼﾝﾀ
⑧ あきやま病院 藤井　信太

ｷﾋﾞ　 ﾕｳﾔ
(4) 敢闘選手賞 男子 ① ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞ 吉備　雄也

ｵｵﾜﾀﾞ　ﾋﾃﾞﾄｼ
② リコー 大和田　秀俊

ﾀﾀﾞｷ　ﾉﾌﾞｱｷ
③ 只木　信彰

ﾒｲｼﾞﾔｽﾀﾞｾｲﾒｲ ﾜﾀﾇｷ　ｹｲｽｹ
④ 明治安田生命 綿貫　敬介

(5) 最優秀新人選手賞 男子 ① 該当なし

ｲｲﾉ　ｼｮｳﾀ
(6) ベストアマチュア賞 男子 ① 伊予銀行 飯野　翔太

ｺｳﾉ　 ﾕｳﾍｲ
② 河野　優平



２．特別賞
特別・表彰項目 区　分 会　社　名 選　手　名

(1) 長年に亘り、日本リ－グに ｲﾖｷﾞﾝｺｳ ｻﾉ　　ｺｳｲﾁ
貢献した 男子 ① 伊予銀行 佐野　紘一

　　　ﾋﾞｮｳｲﾝ ﾌｼﾞｲ　ｼﾝﾀ
② あきやま病院 藤井　信太

３．特別顕彰
表　彰　項　目 勝利数 № 会　社　名 選　手　名

ｵｵﾆｼ　ｹﾝ
(1) 男子シングルス ４０勝 ① ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞ 大西　賢

ｾｷｸﾞﾁ　ｼｭｳｲﾁ
(2) ② レック興発 関口　周一

５０勝 ﾓﾄﾑﾗ　ｺﾞｳｲﾁ
(3) 男子ダブルス ① イカイ 本村　剛一

ｵﾉｻﾞﾜ　ｱﾗﾀ
(5) ４０勝 ① イカイ 小ノ澤　新

ｵｸ　ﾋﾛﾏｻ
(6) ３０勝 ① ｴｷｽﾊﾟｰﾄﾊﾟﾜｰｼｽﾞｵｶ 奥　大賢

ｷﾀ　　ﾌﾐｱｷ
(7) ② リコー 喜多　文明

ｲﾖｷﾞﾝｺｳ ｲｲﾉ　ｼｮｳﾀ
(8) ③ 伊予銀行 飯野　翔太

［参考］表彰基準／単複共通（平成７年改訂）
№ 表　彰　内　容 男　　子 女　　子
① プラチナ（名前刻印） ７０・８０勝達成 ５０勝達成
② 金メダル（　〃　　） ５０・６０勝達成 ４０勝達成
③ 銀メダル（　〃　　） ３０・４０勝達成 ２０・３０勝達成



【第３３回テニス日本リーグ】 ２０１９年２月１０日

個人賞一覧表（女子）
１．個人賞 サイン：

表　彰　項　目　 区　分 会　社　名 選　手　名
ﾊｼﾓﾄｿｳｷﾞｮｳ ｱｷﾀ　 ｼﾎ

(1) 最高殊勲選手賞 女子 ① 橋本総業ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 秋田　史帆

(2) 最優秀選手賞 女子 ① 該当なし

ｼﾏﾂﾞｾｲｻｸｼｮ ｸﾜﾀ　 ﾋﾛｺ
(3) 優秀選手賞 女子 ① 島津製作所 桑田　寛子

ﾊｼﾓﾄｿｳｷﾞｮｳ ｾﾏ　　ｴﾘｶ
② 橋本総業ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 瀬間　詠里花

ｵｶﾑﾗ　ｷｮｳｶ
③ 岡村　恭香

ｳｴﾀﾞ
④ ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞ 上田　らむ

ﾆｼﾑﾗ　ｶﾅﾐ
⑤ ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞ 西村　佳奈美

ｲﾘｴ　　ﾏｺ
⑥ リコー 入江　真子

ｻｶｲ　　ﾅﾂｺ
⑦ 酒井　渚月子

ﾃﾗﾐ
⑧ テニスユニバース 寺見　かりん

ｱﾕｶﾜ　ﾏﾅ
(4) 敢闘選手賞 女子 ① エームサービス 鮎川　真奈

ﾑﾗｶﾐ　ｱﾘｻ
② リコージャパン 村上　亜利沙

ｲｹﾀﾞ　ｱｲ
③ 池田　愛依

(5) 最優秀新人選手賞 女子 ① 該当なし

ｲﾘｴ　　ﾏｺ
(6) ベストアマチュア賞 女子 ① リコー 入江　真子

ｻｶｲ　　ﾅﾂｺ
② 酒井　渚月子



２．特別賞
特別・表彰項目 区　分 会　社　名 選　手　名

(1) 長年に亘り、日本リ－グに ﾅﾝﾊﾞ　ｻｷｺ
貢献した 女子 ① リコー 難波　沙樹子

ﾆｯﾎﾟﾝﾕｳｾｲ ﾔﾏｻﾞｷ　ｷﾜ
② 日本郵政グループ 山﨑　貴巴

３．特別顕彰
表　彰　項　目 勝利数 № 会　社　名 選　手　名

ｱﾕｶﾜ　ﾏﾅ
(1) 女子シングルス ２０勝 ① エームサービス 鮎川　真奈

ｶﾜｻｷ　ﾐﾂﾐ
② テニスユニバース 川﨑　光美

ｼﾏﾂﾞｾｲｻｸｼｮ ｵｵﾏｴ　ｱｷｺ
(2) 女子ダブルス ３０勝 ① 島津製作所 大前　綾希子

ﾊｼﾓﾄｿｳｷﾞｮｳ ﾀｶﾊﾀ　ｺﾄﾐ
２０勝 ① 橋本総業ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 高畑　寿弥

［参考］表彰基準／単複共通（平成７年改訂）
№ 表　彰　内　容 男　　子 女　　子
① プラチナ（名前刻印） ７０・８０勝達成 ５０勝達成
② 金メダル（　〃　　） ５０・６０勝達成 ４０勝達成
③ 銀メダル（　〃　　） ３０・４０勝達成 ２０・３０勝達成


	男個人33
	女個人33

