
回数 期間/会場 参加数 種目 優勝 準優勝 備考

1982/11/15～/17 横田・樫村 井上・河辺 日下・今村 丸橋・大沢

保土ヶ谷ローン (上郷グリーンヒル) (葉山インドア) (湘南グリーン) (大和クィーン)

1983/12/6～7 田中・小沢 深田・宮田

湘南ローン (横浜グリーン) (高麗山)

1984/12/4～5 柴山・佐藤 村松・稲田

夢見ヶ崎ローン (相模原グリーン) (横浜南ローン)

1985/5/27～6/25 松岡・氏原 平野・伊藤 渡辺・上遠野 有馬・前田
(相模台・相模原グリーン) (津久井浜グリーン) (宮前平) (湘南ローン)

1986/5/26～6/24 藤井・村田 小野・角野 古塚・熊沢 中島・吉原

(夢見ヶ崎) (SSC) (霧ヶ丘) (日吉ローン)

1987/5/25～6/23 永山・渡部 形田・村松 大野・金子 佐久間・木下

(横浜ガーデン) (瀬谷グリーン) (茅ヶ崎シーサイド・寒川ローン) (SSC)

1988/5/23～6/21 須江・西條 渡辺・高橋 望月・古屋 小松・有井

(KTC) (テニスピア茅ヶ崎・湘南グリーン) (津久井浜・横須賀アド) (相模原グリーン)

1989/5/22～6/20 河原・荒井 上松・大里 多田・有馬 竹内・沼上

(上郷グリーンヒル) (小田急秦野) (横須賀アドバンス) (小田急藤沢)

1990/5/21～6/19 中里・西村 坂本・中島 岡・山脇 加地・薮内

(タチバナ) (サンブリッジ) (鎌倉宮カントリー) (京急ラケット)

回数 期間/会場 参加数 種目 優勝 準優勝 5位～8位

1991/6/3～6/18 蓬来・赤崎 竹下・佐野 掛山・横溝 高橋・青木

(霧ヶ丘) (瀬谷グリーン) (プラザテニススクール) (南足柄)

1992/6/1～6/16 千葉・熊野 宇川・黒川 鳥居・鈴木 下山田・平尾

(中央林間) (プラザ) (上郷グリーンヒル) (本郷台)

回数 期間/会場 参加数 種目 優勝 準優勝 3位 4位 5位～8位

1993/5/27～6/17 柚山・高橋 真田・木村 山内・原沢 新居・若林

(つきみ野ﾛｰｽﾞ) (テニスプラザ戸塚) (東急嶮山・霧ヶ丘) (レニックス・ESSC)

1994/5/30～6/14 村上・小枝 堀田・天坂 遠藤・佐藤 渡辺・山口

(JAL上大岡) (宮崎台) (瀬谷グリーン) (カルピス)第13回 565組

堤・石黒
和田・三浦
今村・福田
土田・清水

予選(本郷台他4会場）
本戦（SSC）

第11回 527組

松本・松下
稲葉・橋井
都丸・富田
島路・中嶋

予選(SSC・本郷台・桃
浜・等々力・横須賀ﾀﾞｲﾔ

ﾗﾝﾄﾞ・希望ヶ丘）
本戦（SSC）

第12回 520組

川村・丹野
中川・岩村
丸山・小野
小島・西田

予選(SSC・本郷台・桃
浜・等々力・横須賀ﾀﾞｲﾔ

ﾗﾝﾄﾞ・希望ヶ丘）
本戦（SSC）

第9回 300組

ブロック優勝
A:町田・大場
B:高多・佐藤
C:中里・西村

予選(希望ヶ丘・京浜・
本郷台・SSC）
本戦（SSC）

3位

第10回 463組

田中・奥山
岩井・松嵜
鈴木・桜井
伊佐・南八重

予選(希望ヶ丘・等々力・
本郷台・SSC）
本戦（SSC）

第7回 306組

ブロック優勝
A:長田・山口
B:堀田・只野
C:草薙・松尾

予選(希望ヶ丘・本郷台・
SSC）本戦（SSC）

MMC三菱自動車桑名杯　フレッシュレディステニス

第8回 341組

ブロック優勝
A:和田・泉田
B:有海・大関
C:杉浦・小笠原

予選(希望ヶ丘・本郷台・
SSC）本戦（SSC）

第6回 327組

ブロック優勝
A:永山・渡部
B:高坂・北田
C:佐久間・木下

予選(希望ヶ丘・本郷台・
SSC）本戦（SSC）

第3回 19組

MMC桑名杯　フレッシュレディステニス

第4回 293組

ブロック優勝
A:松岡・氏原
B:平野・伊藤
C:有馬・前田

予選(希望ヶ丘・本郷台・
湘南ローン）

本戦（上郷グリーン）

桑名杯
3位

第1回 21組

ブロック優勝
A:佐藤・栗岡
B:横田・樫村
C：日下・今村

第2回 23組

第5回 371組

ブロック優勝
A:藤井・村田
B:曽根・遠藤
C:今井・田村

予選(希望ヶ丘・本郷台・
SSC）本戦（SSC）



回数 期間/会場 参加数 種目 優勝 準優勝 備考

1995/5/29～6/13 嶋田・森末 岡田・高山 高梨・和田 小野・足立

(横浜ガーデン) (中央林間) (大井町ファミリー) (本郷台)

1996/5/27～6/11 田村・佐々木 西沢・野田 柳川・渡辺 森・小椋
(鵠沼グリーン・荏原SSC) (小塚・藤沢城南) (小田急藤沢) (荏原SSC・SYG)

1997/5/26～6/11 小畑・武藤 伊藤・森 松島・渡辺 山根・宇津見
(サンスポーツ青葉台) (笠間) (藤の台) (スノードロップ・本郷台OG会)

1998/5/20～6/9 長尾・寒河江 白井・高部 石角・萩野 菅原・桑田

(荏原SSC・TTR) (SCエスタ) (SCエスタ) (あざみ野ローン)

1999/5/25～6/9 小野澤・松岡 木下・坂井 中村・松村 遠藤・神谷

(サントリー) (中央林間) (東急嶮山) (サントリー)

2000/5/29～6/19 中野・青野 大道・増田 聳城・又村 鈴木・富沢
(テニスプラザ戸塚・NA城郷) (シードアヤセ) (高麗山) (あざみ野ローン)

2001/5/29～6/13 桜井・斎藤 三上・八木 白市・大岡 佐々木・長田

(feel) (NA城郷) (シードアヤセ) (ゼスト)

2002/5/28～6/20 冨澤・山下 白川・鴨下 森山・河本 粂野・船引

(相模原グリーン) (霧が丘・AF・TC) (ラビット) (サンシャイン・テニスパーク湘南)

2003/5/26～6/19 宮本・平山 田中・大山 山野井・沖 石橋・織井

(スマイルエース) (サンシャイン・アニス) (TTR・ファーストレディース) (霧が丘)

2004/5/24～6/16 遠藤・佐久間 古久保・半谷 中口・山田 福山・柴田

(プレストGT) (ベル野あざみ) (UP’S・ストローク) (シードアヤセ)

2005/5/23～6/16 加藤・古川 原口・安藤 七間・関野 田中・池田

(ウインズ) (アニス・メイファー) (芙蓉) (オリーブ)

2006/5/23～6/14 佐々木・竹内 片野・片倉 金子・秋山 瀬川・森中

(相模が丘) (YSC) (フローラ・東急嶮山) (市ヶ尾・feel)

2007/5/22～6/13 脇田・山本 浅野・飯田 渡部・上田 鈴木・尾藤
(鎌倉宮カントリー・サンシャイン) (個人・カトレア) (YTC) (亀の甲山・YSC)第26回 347組予選4会場

本戦（南毛利）

第24回 352組

上野・井野
東出・青木
細谷・辻
小沢・野村

予選4会場
本戦（南毛利）

第25回 335組

本年度より
ベスト4までが

卒業
予選4会場

本戦（南毛利）

第22回 401組

田村・金田
佐藤・飯塚
広本・武笠
小畑・今井

予選(桃浜、他3会場）
本戦（南毛利）

第23回 400組

石川・鈴木
岩崎・中村
石原・小城
田川・関口

予選（等々力・横須賀ﾀﾞｲ
ﾔﾗﾝﾄﾞ・桃浜・YSC）
本戦（南毛利）

第20回 401組

十重田・小林
志田・近森
上野・荒木
大石・横川

予選(等々力、他3会場）
本戦（南毛利）

第21回 400組

春名・富永
谷口・原田
倉持・関野
舘・辻

予選(桃浜、他3会場）
本戦（南毛利）

第18回 404組

小泉・菊池
善如寺・仲手川
時本・木村
山形・原田

予選(等々力、他4会場）
本戦（SSC）

第19回 415組

長谷川・片渕
宮森・木村
小沢・東
加藤・蔵

予選(等々力、他3会場）
本戦（田村・YSC）

桑名杯レディーステニス大会

第16回 517組

関・白輪地
藤森・井一
荻山・宮武
新井・寺田

予選(等々力、他4会場）
本戦（SSC）

第17回 433組

鈴木・辰巳
尾崎・金山
田口・田中
喜多・佐分利

予選(桃浜、他4会場）
本戦（SSC）

第14回 580組

鈴木・古本
高松・石川
磯田・谷本
高野・鈴木

予選(本郷台、他4会場）
本戦（SSC）

日本テレコム桑名杯レディステニストーナメント

第15回 535組

関口・菅原
松浦・黒木
甘粕・小野
太田・原田

本戦（SSC)予選4会場

桑名杯レディステニス大会

3位



回数 期間/会場 参加数 種目 優勝 準優勝 備考

2008/5/27～6/13 横尾・奈良崎 遠藤・村田 子島・上畠 平山・成田

(とつか) (teamB.p) (ウィンフィールド) (YTC・城郷)

42組 50才以上 辻・小林 古川・水間

合計357組 (Wake-up） (市ヶ尾)

2009/5/19～6/10 308組 一般 松井・嶋崎 片岡・下山 中川・植松 青木・芦川
(SALLY・鎌倉宮カントリー) (MAT・レッドペッパー) (横須賀) (カトレア・伊勢原)

36組 50才以上 大城・吉田 上野・田澤

合計344組 (横浜ガーデン) (UP’S・スマイルエース)

2010/5/17～6/10 304組 一般 鳥谷・小島 石井・小林 室橋・飯沼 横松・下山

(フィット・チームJJ) (YSC) (テニスプラザ戸塚) (倉敷TG・相模原グリーン)

29組 50才以上 松井・森谷 秋山・直井

合計333組 (ソレイユ・個人) (オリーブ・ケンウッドTC)

2011/5/16～6/9 276組 一般 林崎・松下 重田・伊藤 茶谷・伴 脇田・松川

(スパイス) (アルマドール) (メルコ鎌倉・SALLY) (登戸)

29組 50才以上 高松・永島 植田・山口

合計305組 (サンブリッジ) (ファイブ)

2012/5/14～6/7 273組 一般 宇藤・園田 千村・宮崎 布施・前川 馬庭・植田
(テニスプラザ戸塚・coconuts) (プレストGT・チームJJ) (あさひ) (KITTY)

27組 50才以上 海野・北山 佐藤・貝谷
(上郷グリーンヒル・YSC) (ケンウッドTC・エバーグリーン)

合計300組

2013/5/13～6/14 242組 一般 山本・水口 山本・浅間 望月・藤原 小堺・由原木
(チームJJ・ウィンフィールド) (相模原SG) (RTS・YWP) (ピーナッツ)

28組 50才以上 貝谷・橋本 山口・宮坂
(ケンウッドTC・エバーグリーン) (Mスティング)

合計270組

2014/5/20～6/3 203組 一般 加藤・鈴 石井・金田 安藤・宇多 林・森田

(RTS・KITTY) (ベルエール) (横須賀ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ・Y'ｓTA) (ファミリー)

42組 50才以上 広野・樋口 夏目・船石

(京浜・AT.H) (市ヶ尾)

合計245組

2015/5/18～6/2 193組 一般 星野・海老沢 沢畑・真野 幕田・羽鳥 加藤(弥)・加藤(路)

(feel) (相模原SG・個人) (ジュンレオ) (チームパレ)

56組 50才以上 井上・髙木 柴﨑・和田

(ポプラ・芙蓉) (カイナル・葉山)

13組 60才以上 坂尻・清水 高瀬・高杉

合計262組 (SPC葵・チームD.D.) (メルコ鎌倉・横須賀)

2016/5/23～6/15 185組 一般 恩田・中村 内田・谷野 鬼塚・高佐 江藤・松田

(和泉・京浜) (ジュンレオ・チームD) (Mスティング) (あざみ野ローン)

62組 50才以上 船津・竹村 波多野・山口

(横浜ガーデン) (チームパレ)

6組 60才以上 河野・占部 敦井・山口

合計253組 (霧が丘) (霧が丘・ジュンレオ)

予選（等々力・横須賀ﾀﾞｲ
ﾔﾗﾝﾄﾞ・南毛利・YSC・
瀬谷本郷）本戦（南毛

利）

予選（等々力・横須賀ﾀﾞｲ
ﾔﾗﾝﾄﾞ・桃浜・YSC・
瀬谷本郷）本戦（南毛

利）

予選（等々力・横須賀ﾀﾞｲ
ﾔﾗﾝﾄﾞ・南毛利・YSC・
瀬谷本郷）本戦（南毛

利）

予選4会場
本戦（南毛利）

予選（等々力・横須賀ﾀﾞｲ
ﾔﾗﾝﾄﾞ・桃浜・YSC・
瀬谷本郷）本戦（南毛

利）

予選（等々力・横須賀ﾀﾞｲ
ﾔﾗﾝﾄﾞ・桃浜・YSC・
瀬谷本郷）本戦（南毛

利）

桑名杯レディーステニス大会　by　DUNLOP

第28回
予選4会場

本戦（南毛利）

予選4会場
本戦（南毛利）

3位

第27回

315組 一般
予選4会場

本戦（南毛利）



回数 期間/会場 参加数 種目 優勝 準優勝 備考

2017/5/22～6/8 126組 一般 酒井・岩村 角山・杉井 松下・松田 横山・井東
(チームマリーナ・湘南ローン) (チームマリーナ・葉山) (Ｍスティング・磯子エレガンス) (ＭＡＨＯＴＡ・メルコ鎌倉)

96組 50才以上 小西・菅原 臼田・本山

(チームＯＨＡＮＡ) (スパイス)

10組 60才以上 山口・敦井 平野・新舎

合計232組 (ジュンレオ・霧が丘) (東急あざみ野)

2018/5/14～6/6 116組 一般 浜田・古庄 土肥・加藤 今井・白幡 大嶋・及川

（メゾフォルテ） （ジュンレオ・藤沢城南） （YSC・ミニョン） (相模原グリーン)

82組 50才以上 中司・須藤 緒方・安倍

（YSC） （荏原SSC・ストーリィ）

5組 60才以上 梅田・長島 渡辺・安原

合計203組 （城郷） (湘南ハンドレッド）

2019/5/13～6/4 86組 一般 吉田・倉橋 山崎・西村 安部・長村 斉藤・中川

（ジュンレオ） （FLEX） （MFTC） (HANAKANA)

79組 50才以上 長谷川・石丸 小野・小脇

（TTK） （YWP・テニスプラザ戸塚）

8組 60才以上 木村・遠藤

合計173組 （TTA・サンブリッジ）

予選（新杉田・今川・
YSC・日野中央・
等々力・南毛利）
本戦（南毛利）

3位

予選（長浜・瀬谷本郷
・YSC・等々力・

南毛利）
本戦（南毛利）

予選（等々力・長浜・
YSC・南毛利

等々力・南毛利）
本戦（南毛利）


