
回数 期間/会場 参加数 種目 優勝 準優勝 3位 3位

1979年11月26日～ 石沢 美智子 西村 純子 谷口 美佐子 飯尾 尚子

保土ヶ谷ローン （タチバナ） （鎌倉宮カントリー） （カトレア） （湘南グリーン）

1980年11月5日～ 足立 江津子 鷲見 美恵子 飯尾 尚子 谷口 美佐子

湘南グリーン （相模原） （青葉台ローン） （湘南グリーン） （カトレア）

1981年10月26日～ 飯尾 尚子 石田 由美子 小川 加代子 谷口 美佐子

上郷グリーン （湘南グリーン） （鎌倉宮カントリー） （YSC） （カトレア）

回数 期間/会場 参加数 種目 優勝 準優勝 3位 4位

1982年11月15日～ 飯尾 尚子 小川 加代子 佐藤 景子 小野 正子

保土ヶ谷ローン （湘南グリーン） （YSC） （港南） （日経）

1983年11月16日～ 飯尾 尚子 谷口 美佐子 小野 正子 小川 加代子

日経TC （　湘南グリーン） （カトレア） （日経） （YSC）

1984年11月19日～ 関場 和子 飯尾 尚子 茂原 絢子 深井 久美子

本郷台 （上郷グリーンヒル） （湘南グリーン） （日経） （金沢グリーン）

1985年11月11日～ 飯尾 尚子 関場 和子  湯山 和江 金子 具代

藤沢太平台 （湘南グリーン） （上郷グリーンヒル） （足柄ローン） （大磯ローン）

1986年11月12日～ 仁尾 伸子 小川 加代子 関場 和子 飯尾 尚子

YSC （個人） （YSC） （上郷グリーンヒル） （湘南グリーン）

1987年11月24日～ 片野 三恵子 松岡 かよ子  仁尾 伸子 石渡 三恵

湘南スポーツセンター （個人） （サントリー） （個人） （横浜グリーン）

1988年10月17日～ ホルト千恵子 岩瀬 美佐子 片野 三恵子 飯尾 尚子

湘南スポーツセンター （個人） （市ヶ尾） （個人） （湘南グリーン）

1989年10月16日～ 杉本 尚子 ホルト千恵子  金子 具代 松尾 文子

湘南スポーツセンター （戸塚泉） （個人） （大磯ローン） （寒川ローン）

1990年10月29日～ ホルト千恵子 高杉 衣香 橋本 博子 小川 加代子

荏原SSC （個人） （亀の甲山） （夢見ヶ崎） （YSC）

1991年10月29日～ 関場 和子 西谷 真理子 古川 本子 只隈 悦子

荏原SSC （上郷グリーンヒル） （サントリー） （夢見ヶ崎ローン） （相模原グリーン）

回数 期間/会場 参加数 種目 優勝 準優勝 3位 3位

1992年10月26日～ ホルト千恵子 関場 和子 バーンズ郁美 斉藤 仁子

荏原SSC （個人） （上郷グリーンヒル） （オレンジヒル） （亀の甲山）

1993年10月25日～ 関場 和子 本田 真美 田中 啓子 中尾 久美子

荏原SSC （上郷グリーンヒル） （夢見ヶ崎） （厚木国際） （伊勢原）

1994年10月24日～ 関場 和子 税田 桂子 橋山 美紀 氏家 真沙子

湘南ローン （上郷グリーンヒル） （さくら） （城郷） （相模原グリーン）

相川いほ里 村上 佳子 氏家 真沙子 菊池 久美子

（東急有馬） （東急嶮山） （相模原グリーン） （宮崎台）

清水ヶ丘ほか 田渕 昭子 蓬田 智乎 沼山 美樹子 山下 博子

合計45名 （タチバナ） （鎌倉宮カントリー） （相模原グリーン） （相模原グリーン）

間宮 茂子 村上 佳子 平尾 淳子 鈴木 聡子

（湘南ローン） （東急嶮山） （本郷台） （横須賀ダイヤランド）

清水ヶ丘 両角 真利子 山下 博子 碓井 秀子 山本 万代

合計64名 （サントリー） （相模原グリーン） （逗子グリーンヒル） （鎌倉ローン）

三浦 祐美子 橋本 博子 村上 佳子 平尾 淳子

（開成グリーン） （夢見ヶ崎） （東急嶮山） （レニックス）

清水ヶ丘 斉藤 仁子 原　綾子 坂口 久子 池田 教子

合計78名 （YSC） （大塚） （あざみ野ローン） （夢見ヶ崎）

第30回

1997年11月5日～ 64名 一般

14名 50歳以上

一般

8名 50歳以上

第29回

1996年11月6日～ 53名 一般

11名 50歳以上

第26回 26名

第27回 37名

第28回

1995年11月7日～ 37名

第23回 20名

第24回 24名

第25回 23名

第20回 26名

第21回 20名

第22回 16名

第17回 14名

第18回 17名

第19回 18名

第14回 16名

第15回 21名

第16回 16名

神奈川県支部シングルストーナメント大会

☆第１回～第１１回は神奈川県支部トーナメント大会を参照

JLTF神奈川県支部シングルストーナメント

第12回 44名

第13回 19名



回数 期間/会場 参加数 優勝 準優勝 3位 3位

柚山 由香 柴﨑 みどり 橋本 博子 横田久代

（YSC） （横浜テニスカレッジ） （夢見ヶ崎ローン） （横浜ローン）

清水ヶ丘・YSC 両角 真利子 原　綾子 山下 博子 大関 ヨシ子

合計81名 （サントリー） （大塚） （相模原グリーン） （横須賀ダイヤランド）

間宮 茂子 柚山 由香 石崎 伸子 武藤 淑江

（湘南ハンドレッド） （YSC） （サントリー） （サンスポーツ青葉台）

荏原SSC 関　洋子 仲本 充子 原　綾子 山口 恵美子

合計88名 （フィット） （藤沢太平台） （大塚） （タチバナ）

村上 佳子 柴﨑 みどり 石崎 伸子 横田 久代

（東急嶮山） （横浜テニスカレッジ） （サントリー） （横浜ローン）

間宮 茂子 関 洋子 長島 廣子 只隈 悦子

（湘南ハンドレッド） （フィット） （厚木国際） （相模原グリーン）

蓬田 智乎 稲垣 寿恵子

合計106名 （鎌倉宮カントリー） （市ヶ尾）

大熊 明日美 深津 祐美子 柚山 由香 駒 智江

（個人） （開成グリーン） （YSC） （ウインズ）

間宮 茂子 竹内 千恵子 森 経子 高須賀 志保子

（湘南ハンドレッド） （湘南ローン） （鎌倉宮カントリー） （横浜ガーデン）

及能 真利子 阿部 千代美

（サントリー） （マキシマルTA）

中村 阿佐子 稲垣 寿恵子

合計100名 （横須賀ダイヤランド） （市ヶ尾）

大熊 明日美 深津 祐美子 石崎 伸子 畑 由香

（個人） （開成グリーン） （サントリー） （アミティー）

間宮 茂子 関 洋子 渡辺 永海 高須賀 志保子

（湘南ハンドレッド） （フィット） （東急嶮山） （横浜ガーデン）

湯山 和江 竹内 千恵子

（大磯ローン） （湘南ローン）

上松 朝子 田渕 昭子

合計102名 （小田急はたの） （タチバナ）

深津　祐美子 畑 由香 鈴木 広美 大塚 淳子

（開成グリーン） （アミティー） （左近山RTH） （左近山RTH）

間宮 茂子 丹野 邦子 長尾 文子 平田 敬子

（湘南ハンドレッド） （上郷グリーンヒル） （荏原SSC） （湘南ローン）

及能 真利子 森 幸子

（YITC） （鵠沼グリーン）

阿部 千代美 田渕 昭子

（マキシマル） （タチバナ）

岡部 千枝子 山下 博子

合計103名 （鎌倉ローン） （相模原グリーン）

深津　祐美子 青木 明美 小山 洋子 森 秀子

（開成グリーン） （YSC） （湘南ローン） （荏原SSC）

橋本 博子 丹野 邦子 渡辺 友子 若槻 よしこ

（夢見ヶ崎） （上郷グリーンヒル） （テニスプラザ戸塚） （小田急藤沢）

長尾 文子 高原 米子

（荏原SSC） （TAF）

茂原 絢子 阿部 千代美

（小田急藤沢） （リリーズ）

稲垣 寿恵子 田渕 昭子

合計99名 （市ヶ尾） （個人）

桃浜町庭球場
田村軟式庭球場

4名 60歳以上

5名 65歳以上

第36回

第37回

2005年
3月1日～3日

59名 一般

18名 50歳以上

13名 55歳以上

桃浜町庭球場
田村軟式庭球場

6名 60歳以上

3名 65歳以上

2003年
3月4日～6日

60名 一般

26名 50歳以上

8名 55歳以上

桃浜町庭球場
田村軟式庭球場

8名 60歳以上

第35回

2002年
3月5日～7日

64名 一般

22名 50歳以上

8名 55歳以上

桃浜町庭球場
田村軟式庭球場

9名 60歳以上

第34回

2001年
3月6日～8日

64名 一般

21名 50歳以上

6名 55歳以上

第33回

2000年
3月7日～9日

64名 一般

36名 50歳以上

荏原SSC

6名 60歳以上

第32回

1999年
3月9日～17日 64名 一般

24名 50歳以上

第31回

1998年
11月4日～6日 64名 一般

17名 50歳以上



回数 期間/会場 参加数 優勝 準優勝 3位 3位

深津　祐美子 鈴木 広美 ヘルナンデス 薫 橋口 客子

（開成グリーン） （YSC） （荏原SSC） （荏原SSC）

石崎 伸子 丹野 邦子 橋本 博子 森 秀子

（エバグリーン） （上郷グリーンヒル） （夢見ヶ崎） （荏原SSC）

間宮 茂子 長尾 文子

（湘南ハンドレッド） （荏原SSC）

高原 米子 阿部 千代美

（TAF） （リリーズ）

茂原 絢子 平山 礼子

合計111名 （小田急藤沢） （夢見ヶ崎）

高橋 友紀 野沢 あさみ 小山 洋子 鳥谷部 薫

（とつか） （相模原グリーン） （湘南ローン） （湘南ファミリー）

渡辺 友子 屋敷 純子 橋本 博子 富山 千恵子

（テニスプラザ戸塚） （YSC） （夢見ヶ崎） （TTK) 

間宮 茂子 丹野 邦子

（湘南ハンドレッド） （上郷グリーンヒル）

岩崎 明子 及能 真利子

（瀬谷グリーン） （YITC）

稲垣 寿恵子 茂原 絢子

合計108名 （市ヶ尾） （小田急藤沢）

笹谷 恵理子 高橋 真波 谷口 正代 小山 洋子

（瀬谷グリーン） （HKF） （湘南平） （湘南ローン）

若松 美雪 野崎 映子 田中 美知子 古久保 マリ

（ウインズ） （湘南平） （市ヶ尾） （ベル野あざみ）

長尾 文子 横田 久代

（荏原SSC） （荏原SSC）

岩崎 明子 五十嵐 とも子

（瀬谷グリーン） （横須賀ダイヤランド）

福田 節子 阿部 千代美

合計112名 （東急嶮山） （リリーズ）

朴 美香 三角 紀子 内藤 裕子 亀井 千尋

（アミティー） （三ッ沢友の会） （三ッ沢友の会） （伊沢）

富山 千恵子 屋敷 純子 谷口 正代 戸田 富美子

（TTK） （YSC） （湘南平） （アミティー）

横田 久代 森谷 満寿江

（荏原SSC） （個人）

岩崎 明子 長尾 文子

（瀬谷グリーン） （YSC）

稲垣 寿恵子 阿部 千代美

合計100名 （市ヶ尾） （リリーズ）

51名 一般 小山洋子 小林ひかり 内藤裕子 鳥谷部薫

(湘南ローン) (あさひ) (三ツ沢友の会) (湘南ファミリー)

19名 50才以上 森 秀子 富山千恵子 古久保マリ 横溝智恵子

(エバーグリーン) (TTK) (ベル野あざみ) (あざみ野ローン)

16名 55才以上 丹野邦子 植木房子 駒 智江 渡辺友子

(上郷グリーンヒル) (TTR) (ベルエール) (テニスプラザ戸塚)

9名 60才以上 岩崎明子 中野恵子 野田みね子 長尾文子

(瀬谷グリーン) (城郷) (YSC) (YSC)

5名 65才以上 浜野五寿美 平山礼子 蓬田智乎 中村節子

合計100名 (鎌倉宮カントリー) (夢見ヶ崎) (鎌倉宮カントリー) (OTC)

第42回

2010年
2月23日～25日

桃浜町庭球場
田村軟式庭球場

第41回

桃浜町庭球場
田村軟式庭球場

8名 60歳以上

6名 65歳以上

2009年
2月24日～3月4日

48名 一般

23名 50歳以上

16名 55歳以上

第39回

桃浜町庭球場
田村軟式庭球場

7名 60歳以上

7名 65歳以上

第40回

2008年
2月26日～28日

55名 一般

24名 50歳以上

19名 55歳以上

桃浜町庭球場
田村軟式庭球場

10名 60歳以上

8名 65歳以上

2007年
2月27日～3月1日

51名 一般

23名 50歳以上

16名 55歳以上

桃浜町庭球場
田村軟式庭球場

7名 60歳以上

5名 65歳以上

第38回

2006年
2月28日～3月3日

61名 一般

22名 50歳以上

16名 55歳以上



回数 期間/会場 参加数 優勝 準優勝 3位 3位

46名 一般 高橋真波 小山洋子 佐々木美香 小林ひかり

（HKF) (湘南ローン) (湘南ローン) (あさひ)

15名 50才以上 富山千恵子 屋敷純子 戸田富美子 清水まゆみ

(TTK) (YSC) (アミティー) (荏原SSC)

17名 55才以上 丹野邦子 鳥谷部薫 古久保マリ 駒 智江

(上郷グリーンヒル) (湘南ファミリー) (ベル野あざみ) (ベルエール)

7名 60才以上 岩崎明子 野田みね子 武田秀子 岩田陽子

(瀬谷グリーン) (YSC) (YSC) (荏原SSC)

5名 65才以上 高原米子 古畝聡子 浜野五寿美 中村節子

(TAF) (磯子エレガンス) (鎌倉宮カントリー) (OTC)

2名 70才以上 稲垣寿恵子 平山礼子

合計92名 (市ヶ尾) (夢見ヶ崎)

43名 一般 高橋真波 小林ひかり 佐々木美香 小山洋子

(HKF) (あさひ) (湘南ローン) (湘南ローン)

22名 50才以上 山下美智子 清水まゆみ 戸田富美子 大石令子

(相模原グリーン) (荏原SSC) (アミティー) (テニスプラザ戸塚)

13名 55才以上 古久保マリ 富山千恵子 駒 智江 屋敷純子

(ベル野あざみ) (TTK) (ベルエール) (YSC)

11名 60才以上 丹野邦子 武田秀子 森谷満寿江 鈴木泰子

(上郷グリーンヒル) (YSC) (個人) (夢見ヶ崎)

6名 65才以上 岩崎明子 古畝聡子 阿部千代美 稲垣寿恵子

合計95名 (瀬谷グリーン) (磯子エレガンス) (リリーズ) (市ヶ尾)

51名 一般 青木野乃 山川美和 佐々木美香 平沼 秋

(ウインズ) (和泉) (湘南ローン) (YSC)

14名 50才以上 鈴木裕美子 杉本啓子 戸田富美子 大石令子

(亀の甲山) (ZOO) (アミティー) (テニスプラザ戸塚)

15名 55才以上 鳥谷部薫 森 秀子 古久保マリ 芦谷貴子

(湘南ファミリー) (エバーグリーン) (ベル野あざみ) (足柄ローン)

10名 60才以上 丹野邦子 森谷満寿江 鈴木泰子 中尾久美子

(上郷グリーンヒル) (個人) (夢見ヶ崎) (伊勢原)

4名 65才以上 高原米子 佐草康子 古畝総子 半田ひろみ

(TAF) (アミティー) (磯子エレガンス) (YSC)

3名 70才以上 阿部千代美 蓬田智乎 森 房子

合計97名 (リリーズ) (鎌倉宮カントリー) (大塚)

47名 一般 佐々木美香 石井玲子 青木野乃 花田加奈子

(湘南ローン) (GODAI-TC) (ウインズ) (YWP)

22名 50才以上 山口淳子 望月昌美 戸田富美子 竹井裕美

(ウエスト横浜) (サンブリッジ) (アミティー) (YWP)

15名 55才以上 鳥谷部薫 屋敷純子 古久保マリ 大石令子

(湘南ファミリー) (YSC) (ベル野あざみ) (テニスプラザ戸塚)

7名 60才以上 石田公子 中嶋幸江 山口弘子 高松ひさ子

(YSC) (瀬谷グリーン) (ジュンレオ) (サンブリッジ)

2名 65才以上 中野恵子 海老沢美登里

合計93名 (城郷) (七里ガ浜)

第46回
2014年
2月19日～21日 　　　積雪の為　中止

第47回

2015年
1月27日～29日

平塚市立
桃浜町庭球場

第44回

2012年
2月22日～3月2日

桃浜町庭球場/
南毛利

スポーツセンター

第45回

2013年
2月20日～22日

桃浜町庭球場/
南毛利

スポーツセンター

第43回

2011年
2月23日～25日

桃浜町庭球場
田村軟式庭球場



回数 期間/会場 参加数 優勝 準優勝 3位 3位

55名 一般 清水真里衣 小林ひかり 平沼　秋 石井玲子

(相模原グリーン) (あさひ) (YSC) (GODAI-TC)

25名 50才以上 藤井繁子 戸田富美子 足立真琴 瀬戸多加美

(鎌倉宮カントリー) (アミティー) (YWP) (湘南ファミリー)

15名 55才以上 清水まゆみ 妹尾昌代 山口淳子 古屋由美子

(荏原SSC) (ウインズ) (ウエスト横浜) (鎌倉宮カントリー)

11名 60才以上 芦谷貴子 駒 智江 嶋津美智子 西沢和子

(足柄ローン) (ベルエール) (カトレア) (湘南ハンドレッド)

2名 65才以上 佐藤則子 海老沢美登里

(小田急はたの) (七里ガ浜)

2名 70才以上 阿部千代美 蓬田 智乎

合計110名 (リリーズ) (鎌倉宮カントリー)

36名 一般 小林ひかり 佐々木美香 花田加奈子 平沼 秋

(あさひ) (湘南ローン) (YWP) (YSC)

23名 50才以上 西川加奈子 恩田由美子 藤井繁子 冨森佐和子

(葉山) (和泉) (鎌倉宮カントリー) (登戸)

20名 55才以上 大石令子 竹井裕美 竹村直美 柴崎美樹

(テニスプラザ戸塚) (YWP) (横浜ガーデン) (ESSC)

10名 60才以上 鳥谷部薫 古久保マリ 山口弘子 和田乃里子

(湘南ファミリー) (野あざみ) (ジュンレオ) (葉山)

2名 65才以上 諸江博子 海老沢美登里

(霧が丘) (七里ガ浜)

2名 70才以上 阿部千代美 浜野五寿美

合計93名 (リリーズ) (個人)

27名 一般 佐々木美香 小林ひかり 平沼 秋 岡田範子

(湘南ローン) (あさひ) (YSC) （チームパレ）

18名 50才以上 西川加奈子 二瓶真紀子 伊藤薫 井上綾

(葉山) （横須賀） （ポプラ） （湘南インドア）

26名 55才以上 山口淳子 竹井裕美 小磯映子 柴崎美樹

（ウエスト横浜） (YWP) （あざみ野ローン） (ESSC)

11名 60才以上 高柳智子 山口弘子 嶋津美智子 柴田厚子

（シードアヤセ） (ジュンレオ) （カトレア） （ジュンレオ）

4名 65才以上 諸江博子 西沢和子 新舎順子 海老沢美登里

合計86名 (霧が丘) （湘南ハンドレッド） (東急あざみ野) (七里ガ浜)

16名 一般 石原愛梨 平沼 秋 小林ひかり 藤田紀子

（松原ＴＣ横浜） (YSC) (個人） (fuu)

5名 50才以上 松田美根子 西川加奈子 古屋恭子 伊達佳代子

(磯子エレガンス） (葉山) (ケンウッドTC) (湘南ファミリー)

7名 55才以上 竹村直美 藤井繁子 伊藤薫 望月晶美

(横浜ガーデン) (鎌倉宮カントリー) （ポプラ） （サンブリッジ）

6名 60才以上 嶋津美智子 和田乃里子 古屋由美子 清水まゆみ

（カトレア） (葉山) （鎌倉宮カントリー） （荏原SSC）

40名 初級一般 宮坂富美 倉橋香奈子 藤崎みはゆ 太田良美

（KITTY） (fuu) （KITTY） （サンブリッジ）

31名 初級 佐藤由美 大坪美保子 佐藤真紀子 小磯映子

50才以上 （YSC) （ジュンレオ) （ポプラ） （あざみ野ローン）

12名 初級 飯田悦子 原口美穂 赤澤京子 間遠智子

合計117名 60才以上 （南林間） （寒川ローン） （シードアヤセ） （ミント）

2020年度 コロナウィルス感染拡大防止のため開催中止

第50回

2018年
2月19日～21日

南毛利
スポーツセンター

2019年
2月18日～20日

南毛利
スポーツセンター

第49回

2017年
1月24日～26日

南毛利
スポーツセンター

第51回

第48回

2016年
1月26日～28日

平塚市立
桃浜町庭球場


