
女子ダブルス歴代入賞者

高木 長井 宮下 小島

千代田 千代田 グリーン グリーン

高木 長井 菊地 堀口

千代田 千代田 千代田 千代田

荒川 近藤 宮下 小島

千代田 千代田 グリーン グリーン

矢部 森本 中島 恒石

フリー フリー 千代田 千代田

菊地 林 中島 恒石

千代田 千代田 千代田 千代田

恒石 林 小島 小田

グリーン 千代田 グリーン グリーン

沢田 原 矢部 曽根

フリー フリー フリー フリー

林 林 沢田 原

千代田 グリーン フリー フリー

森本 林 沢田 原

グリーン グリーン フリー フリー

上野 上吉野 鈴木 宝地戸 赤井 林 金井 渋沢

グリーン グリーン グリーン グリーン ファミリー ファミリー ファミリー ファミリー

藤原 林 林 加藤 田所 牧野 渡辺 小林

千代田 グリーン フリー グリーン 精工舎 精工舎 さつき さつき

林 加藤 遠藤 田辺 北島 佐々木 伊藤 安達

フリー グリーン 大晃 総武グリーン 大晃 グリーン あじさい あじさい

遠藤 中嶋 上吉川 勝俣 矢島 小原 山田 吉田

大晃 千代田 グリーン ファミリー もえぎ フリー 美しが丘 美しが丘

曽根 菊地 遠藤 中嶋 村上 進藤 高橋 山岸

フリー 千代田 大晃 千代田 フリー フリー ファスト ファスト

遠藤 中嶋 安達 加瀬 中瀬 橋崎 土川 谷古宇

大晃 千代田 千葉田園 千葉田園 ラケット ラケット ラケット ラケット

準優勝 優勝 準優勝

1 １９８４年

2 １９８５年

女子壮年（ベテラン）

優勝 準優勝 優勝

女子A 女子B

6 １９８７年

7 １９８７年

8 １９８８年

3 １９８５年

4 １９８６年

5 １９８６年

12 １９９０年

13 １９９０年

14 １９９１年

9 １９８８年

10 １９８９年

11 １９８９年

15 １９９１年

回数 年



準優勝 優勝 準優勝

女子壮年（ベテラン）

優勝 準優勝 優勝

女子A 女子B

回数 年

竹林 北尾 加瀬 安藤 青柳 小島 坂口 長池

千葉田園 千葉田園 千葉田園 もえぎ ファミリー ファミリー ファースト ファースト

遠藤 中嶋 曽根 宮本 佐藤 田代 村上 細野

大晃 千代田 フリー フリー プラムページ プラムページ 美しが丘 美しが丘

有住 岡本 北尾 竹林 辻 谷茂岡 森 神崎

グリーン グリーン 千葉田園 千葉田園 美しが丘 美しが丘 ひまわり ひまわり

中嶋 宇田川 神保 加瀬 木村 新宮 小林 飯田

千代田 フリー 千葉田園 千葉田園 美しが丘 美しが丘 プラムページ プラムページ

村上 原田 神保 加瀬 渡辺 板垣 菅原 中山

美しが丘 美しが丘 千葉田園 千葉田園 千代田 千代田 千代田 千代田

有住 勝俣 北尾 竹林 香取 戸村 薬師寺 佐久間

グリーン グリーン 千葉田園 千葉田園 精工舎 精工舎 フリー フリー

中嶋 宇田川 神保 加瀬 秋山 竹田 池田 田沢

千代田 フリー 千葉田園 千葉田園 コスモス コスモス さつき ＫＦＧ

中嶋 宇田川 橋本 余田 河野 山本 新井 大高

千代田 フリー 千葉田園 千葉田園 かやはし かやはし 精工舎 精工舎

長池 小林 中嶋 宇田川 工藤 高木 知久 鈴木

かやはし かやはし 千代田 フリー ファースト コスモス アップル アップル

小林 山田 中嶋 宇田川 並木 糸井 遠藤 二階堂

かやはし フリー 千代田 フリー コスモス フリー プラムページ プラムページ

中嶋 宇田川 山田 宮井 日暮 寺田 鈴木 寺尾

千代田 フリー フリー フリー プラムページ プラムページ フリー フリー

山田 宮井 中嶋 宇田川 清見 金井 松野 小林

フリー フリー 千代田 フリー セイコー セイコー フリー フリー

長池 小林 山田 宮井 奥間 玉重 柿沼 石原

かやはし かやはし フリー フリー Ｋｅｎ’ｓ Ｋｅｎ’ｓ ママレード ママレード

長池 小林 中嶋 宇田川 畔上 安藤 松沢 真島

かやはし かやはし 千代田 フリー リリーズ リリーズ Ｆｏｒｅｓｔ ケンズ

長池 小林 中嶋 宇田川 宮森 山本 小林 小川原

かやはし かやはし 千代田 フリー フリー フリー フリー フリー

中嶋 福聚 渋沢 宇田川 阿部 林 近藤 亀井

千代田 かやはし ファミリー かやはし アップル アップル フリー 美しが丘

18 １９９３年

19 １９９３年

20 １９９４年

16 １９９２年

17 １９９２年

24 １９９６年

25 １９９６年

26 １９９７年

21 １９９４年

22 １９９５年

23 １９９５年

30 １９９９年

31 １９９９年

27 １９９７年

28 １９９８年

29 １９９８年



準優勝 優勝 準優勝

女子壮年（ベテラン）

優勝 準優勝 優勝

女子A 女子B

回数 年

田中 山田 山口 松浦 高橋 橋本 西山 瀬田

フリー フリー 千代田 ファミリー フリー フリー フリー フリー

小林 平山 竹田 石原 戸谷 勝又 根上 井上

かやはし フリー フリー フリー プラムページ プラムページ フリー フリー

斉藤 板垣 遠藤 高澤 鈴木 五十嵐 渡辺 小川

フリー フリー フリー かやはし フリー フリー オープンエアー オープンエアー

宇田川 中嶋 山口 松浦 藤元 吉田 三谷 野澤

かやはし 千代田 千代田 ファミリー フリー フリー フリー フリー

宇田川 中嶋 山口 松浦 伊藤 宮本 森部 三繩

かやはし 千代田 千代田 ファミリー フリー フリー ハイブリット吉岡 ハイブリット吉岡

宇田川 中嶋 森部 三繩 平松 小松 北條 近藤

かやはし 千代田 ハイブリット吉岡 ハイブリット吉岡 ファミリー ファミリー フリー フリー

森澤 清水 松本 細川 米村 吉谷 大川 有田

オープンエアー オープンエアー フリー フリー ビックマウンテン ビックマウンテン フリー フリー

中村 間野 森澤 清水 飯島 熊切 村石 東根

ビックマウンテン ビックマウンテン オープンエアー オープンエアー ビックマウンテン ビックマウンテン フリー フリー

小林 福聚 宇田川 中嶋 小此木 米満 田村 田村

かやはし かやはし かやはし 千代田 ハイブリット吉岡 フリー 千代田 フリー

平山 永井 佐々木 間野 秋田 山本 斉藤 北潟

ハイブリット吉岡 ビックマウンテン ビックマウンテン ビックマウンテン フリー フリー フリー フリー

米沢 鈴木 小林 福聚 松原 平田 梅津 橋本

ＶＩＶＩＤ フリー ビックマウンテン かやはし ビックマウンテン ビックマウンテン ＳＥＥＤ ＳＥＥＤ

大島 新城 松本 スンエン 近藤 西田 西谷 黒田

ビックマウンテン ビックマウンテン ＳＥＥＤ ＳＥＥＤ ＳＥＥＤ ＳＥＥＤ Ｂ－ＲＡＮＫ Ｂ－ＲＡＮＫ

藤元 湯村 田村 西谷 塗木 島袋 鈴木 門田

プラムページ プラムページ ビックマウンテン Ｂ－ＲＡＮＫ 我楽多ーズ 我楽多ーズ ＢＯＳＳ ＢＯＳＳ

間野 大島 上田 松原 金子 花島 長畠 瀧島

ビックマウンテン ビックマウンテン ビックマウンテン ビックマウンテン ビックマウンテン ビックマウンテン ビックマウンテン ビックマウンテン

竹中 松原 磯部 森園 石田 川崎 青木 太田

ビックマウンテン ビックマウンテン ＳＥＥＤ ＳＥＥＤ ビックマウンテン ビックマウンテン ビックマウンテン ビックマウンテン

沢出 細川 高澤 亀井 田村 中島 大友 高橋

ビックマウンテン ビックマウンテン かやはし フリー ＢＯＳＳ ＢＯＳＳ ＢＭＣＨ ＢＭＣＨ

32 ２０００年

36 ２００２年

37 ２００２年

38 ２００３年

33 ２０００年

34 ２００１年

35 ２００１年

42 ２００５年

43 ２００５年

44 ２００６年

39 ２００３年

40 ２００４年

41 ２００４年

45 ２００６年

46 ２００７年

47 ２００７年



準優勝 優勝 準優勝

女子壮年（ベテラン）

優勝 準優勝 優勝

女子A 女子B

回数 年

高澤 拓植 伊藤 山口 中川 北上 岡山 風間

ＳＥＥＤ ＳＥＥＤ オープンエアー オープンエアー ＳＥＥＤ ＳＥＥＤ ＳＥＥＤ ＳＥＥＤ

門田 磯部 志村 駒野 北原 永淵 内藤 藪

ＢＯＳＳ ＢＯＳＳ ＢＯＳＳ ＢＯＳＳ フリー フリー フリー フリー

高澤 亀井 米満 川井 石丸 佐藤 伊藤 小宮

かやはし フリー 我楽多ーズ 我楽多ーズ ＳＥＥＤ ＳＥＥＤ ＢＭＣＨ ＢＭＣＨ

清水 高田 志村 松本 石橋 永島 古川 佐郷谷

オープンエアー オープンエアー ＢＯＳＳ ＢＯＳＳ ＳＥＥＤ ＳＥＥＤ 我楽多ーズ 我楽多ーズ

門田 磯部 北上 中川 松下 林 小田口 山本

ＢＯＳＳ ＢＯＳＳ ＳＥＥＤ ＳＥＥＤ ＧＥＮ’Ｓ ＧＥＮ’Ｓ エルエース エルエース

志村 松本 永島 萱間 山本 平間 齊藤 阪口

ＢＯＳＳ ＢＯＳＳ チームモモ チームモモ フリー ビックマウンテン ＳＥＥＤ ＳＥＥＤ

篠崎 篠原 山口 高山 濵 濵津 並木 中尾

高校生 高校生 オープンエアー オープンエアー チームモモ チームモモ オープンエアー オープンエアー

高山 山本 北上 中川 渡部 石丸 高橋 徳政

オープンエアー オープンエアー ＳＥＥＤ ＳＥＥＤ ＳＥＥＤ ＳＥＥＤ ＧＥＮ’Ｓ チームモモ

横川 谷 高山 伊藤 椎名 佐々木 玉木 熊野

ＶＩＶＩＤ ＶＩＶＩＤ オープンエアー オープンエアー 高校生 高校生 ＧＥＮ’Ｓ ＧＥＮ’Ｓ

片岡 藤山 高山 伊藤 川崎 高杉 川上 橋本

ＶＩＶＩＤ ＶＩＶＩＤ オープンエアー オープンエアー ビックマウンテン フリー ＋１ ＋１

門田 磯部 萱間 永島 風間 大堀 柿本 塚田

ＢＯＳＳ ＋１ チームモモ チームモモ ビックマウンテン ビックマウンテン ＳＥＥＤ ＳＥＥＤ

鈴木 清水 高杉 梅津 永島 中村 井上 井上

ファミリー鷹 フリー フリー ＳＥＥＤ ＳＥＥＤ ビックマウンテン ＳＥＥＤ ＳＥＥＤ

玉木 熊野 高杉 川崎 斉藤 品川 平岡 星野

ＧＥＮ’Ｓ ＧＥＮ’Ｓ フリー ビックマウンテン ＋１ ＋１ フリー ＳＥＥＤ

松本 野中 小谷 大川 高橋 林 石山 武藤

チームモモ フリー 高校生 高校生 ＧＥＮ’Ｓ ＳＥＥＤ ＋１ ＢＭＴＣ

高杉 高澤 中川 中島 菊池 吉田 及川 飯高

ＢＯＳＳ オープンエアー ＋１ ＢＯＳＳ ＢＭＴＣ ＢＭＴＣ ＧＥＮ’Ｓ ＧＥＮ’Ｓ

高橋 大野 高橋 林 宮下 正岡 富田 山越

高校生 高校生 GEN’S ＳＥＥＤ 高校生 高校生 ＳＥＥＤ ＳＥＥＤ

48 ２００８年

49 ２００８年

50 ２００９年

54 ２０１１年

55 ２０１１年

56 ２０１２年

51 ２００９年

52 ２０１０年

53 ２０１０年

60 ２０１４年

61 ２０１５年

62 ２０１５年

57 ２０１２年

58 ２０１３年

59 ２０１４年

63 ２０１６年



準優勝 優勝 準優勝

女子壮年（ベテラン）

優勝 準優勝 優勝

女子A 女子B

回数 年

山崎 沢出 中川 中島 柿本 椎名 永井 楡井 薬師寺 井上 今泉 松本

ＢＭＴＣ ＢＭＴＣ ＋１ ＢＯＳＳ ＳＥＥＤ ＳＥＥＤ ＧＥＮ’Ｓ フリー ＳＥＥＤ ＳＥＥＤ グリーン グリーン

野中 萱間 永田 森 竹村 三好 清水 長池

チームモモ チームモモ 高校生 高校生 ＢＭＴＣ ＢＭＴＣ ＱＵＡＴＴＲＯ ＱＵＡＴＴＲＯ

菊池 みゆき 野中 由美佳 中川 亜佐子 中島 幸恵 渡辺 奈々絵 古西 郁子 黒川 寛子 西尾 敦子

チームモモ チームモモ ＋１ ＢＯＳＳ ＢＭＴＣ ＢＭＴＣ ＱＵＡＴＴＲＯ ＱＵＡＴＴＲＯ

高杉 朋子 高澤 恵子 門田 絵美子 濵津 由佳 固本 祐理子 井上 有里 渡辺 ひろみ 大岡 美幸

ＢＯＳＳ オープンエアー ＢＯＳＳ ＢＯＳＳ ＳＥＥＤ ＳＥＥＤ オープンエアー オープンエアー

水野 理香 沢出 亜矢子 竹村 恵子 三好 佐知子 知脇 優子 田辺 貴子 木村 由美 池田 暁子

ＢＭＴＣ ＢＭＴＣ ＢＭＴＣ ＢＭＴＣ ＋１ ＋１ ラビット ラビット

竹村 恵子 三好 佐知子 黒川 いずみ 村上 有季子 塚本 千恵美 山岡 雅美 石井 由布子 岩井 咲紀

ＢＭＴＣ ＢＭＴＣ チームモモ チームモモ ＋１ ＱＵＡＴＴＲＯ ＱＵＡＴＴＲＯ ＱＵＡＴＴＲＯ

赤瀬 ゆかり 山田 麻由美 平岡 香織 安田 恵美 大町 ゆう子 高橋 ひらり 椙山 りさ 真鍋 由佳子

Ｔ．ＡＳＫＡ Ｔ．ＡＳＫＡ ＱＵＡＴＴＲＯ ＱＵＡＴＴＲＯ ラビット ラビット ラビット ラビット

高山 亜矢子 小川 めぐみ 山田 麻由美 大西 伸子 高橋 久美 高橋 桃香 高橋 美穂 幡野 尚子

オープンエアー オープンエアー T.ASKA T.ASKA My　Tennis My　Tennis ラビット ラビット

平岡 香織 安田 恵美 赤瀬 ゆかり 山田 麻由美 森重 文子 秋山 貴子 中山 寿代 西口 留美子

エール エール エール エール ラビット ラビット My　Tennis My　Tennis

平岡 香織 安田 恵美 門田 絵美子 濵津 由佳 堂地 妙子 池田 景子 玉上 かおり 上坊寺 由三子

エール エール ＢＯＳＳ ＢＯＳＳ T.ASKA T.ASKA ラビット ラビット

教学 鮎美 三好 佐知子 浦山 由紀子 小林 理紗 北沢 久美子 高橋 香織 田村 江理子 藤江 まり 山下 恵美子 仲台 栄子 近藤 まり子 福西 美智子

エール エール オープンエアー エール ＱＵＡＴＴＲＯ ＱＵＡＴＴＲＯ エール エール CROSSROAD CROSSROAD エール エール
74 ２０２２年

72 ２０２１年

73 ２０２１年

69 ２０１９年

70 ２０１９年

71 ２０２０年

66 ２０１７年

67 ２０１８年

68 ２０１８年

64 ２０１６年

65 ２０１７年


