
回数 期間/会場 参加数 種目 優勝 準優勝
全国大会

結果

216組 一般 青木・野沢 柴田・山内 3位　井一・硎野 4位　高橋・加藤
(東急嶮山・相模原グリーン) (YSC) (シードアヤセ・ルーネス) (ルーネス・相模原グリーン)

県大会(SSC) 45組 50才以上 坂倉・荘山 井上・南部 3位　大里・小清水 4位　岩井・兼子

全国大会(SSC) 計261組 (青葉台ローン・NA城郷) (NA城郷) (小田急はたの) (亀の甲山・南林間)

230組 一般 井一・硎野 岸宗・土屋 3位　伊藤・山田 4位　小林・寒河江
(シードアヤセ・YSC) (SCアクア) (YSC) (寒川ローン・荏原SSC)

県大会(SSC) 45組 50才以上 佐伯・千葉 大里・小清水 3位　高須賀・西村 4位　小泉・近藤

全国大会(SSC) 計275組 (上郷グリーンヒル・中央林間) (小田急はたの) (横浜ガーデン・東急嶮山) (寒川ローン・大磯ローン)

181組 一般 鳥谷部・原 伊藤・山田 3位　金子・中島 4位　藤本・山下
(湘南ファミリー・湘南平) (YSC) (オレンジライズ・ケンウッド) (相模原グリーン)

県大会(SSC) 54組 50才以上 田村・朝尾 田中・大橋 3位　高橋・原沢 4位　大里・小清水

全国大会(SSC) 計235組 (大磯ローン・カトレア) (サンブリッジ・TTR) (東急嶮山・霧が丘) (小田急はたの)

203組 一般 硎野・山田 高橋・井一 3位　名取・大山 4位　柴田・玉堀
(YSC) (とつか・シードアヤセ) (HKF・アニス) (YSC・瀬谷グリーン)

県大会(SSC) 62組 50才以上 鈴木・久宗 中村・立原 3位　須藤・十河 4位　加藤・長谷場

全国大会(SSC) 計265組 (ラ．ベーラ・寒川ローン) (レニックス・YSC) (瀬谷グリーン・RTS) (相模原グリーン・エバーグリーン)

217組 一般 杉山・影山 鈴木・尾崎 3位　星野・吉崎 4位　藤本・山下
(小田急藤沢) (京浜) (グランドスラム・エバーグリーン) (相模原グリーン)

県大会(SSC) 73組 50才以上 岸宗・待鳥 菅原・福田 3位　森・芦谷 4位　中村・立原

全国大会(SSC) 計290組 (SCアクア・京浜) (あざみ野ローン) ＊全国大会繰上げ出場 (足柄ローン) (レニックス・YSC)

259組 一般 高橋・井一 野沢・南 3位　久我・古谷 3位　橋本・藤原
(HKF・シードアヤセ) (相模原グリーン・湘南ファミリー) (葉山) (TeamMaple)

予選(あざみ野・SSC) 78組 50才以上 和田・山野 佐藤・十河 3位　森・芦谷 3位　小清水・大里

本選・全国大会(SSC) 計337組 (足柄ローン・SCアクア) （メルコ鎌倉・瀬谷グリーン) (エバーグリーン・足柄ローン) (小田急はたの)

259組 一般 星野・古川 大谷・杉山 3位　尾崎・菊池 3位　南・村居
(メガロス横濱・在住) (オレンジライズ・在住) (京浜・オレンジライズ) (湘南ファミリー)

予選(あざみ野・SSC) 95組 50才以上 大里・野崎 十河・柿沼 3位　加藤・吉田 3位　中村・伊藤

本選・全国大会(SSC) 計354組 (小田急はたの・BEAT) (瀬谷グリーン・レニックス) (ウインズ・京浜) (レニックス・笠間)

252組 一般 高橋・杉山 水川・楓 3位　西間木・小笠原 3位　村居・加藤
(HKF・在住) (横浜ガーデン・TeamMaple) スマイルエース・エバーグリーン) (YSC)

予選(あざみ野・SSC) 107組 50才以上 長谷場・福田 若生・東 鈴木・吉崎 柿沼・十河

本選・全国大会(SSC) 計359組 (エバーグリーン・あざみ野ローン) (あざみ野ローン) (京浜・エバーグリーン) (レニックス・瀬谷グリーン)

241組 一般 小林・内藤 小野澤・石黒 3位　大屋・星 3位　小林・山本
(SCアクア・三ツ沢友の会) (エバーグリーン・パパスTC) (在住・セサミSC大船) (荏原SSC・在住)

予選(あざみ野・SSC) 102組 50才以上 田川・岸本 志田・伊藤 3位　伊藤・田代 3位　屋敷・柴田

本選・全国大会(SSC) 計343組 (湘南平・ウインズ) (プレストGT・笠間) (YSC) (YSC)

229組 一般 高橋・大屋 河村・星 3位　加藤・尾崎 3位　嶋岡・奥谷
(HKF・ジュンレオ) (亀の甲山・セサミSC大船) (YSC・京浜) (TeamMaple・市ヶ尾)

予選(あざみ野・SSC) 113組 50才以上 畑佐・今井 上村・田原 3位　品田・吉崎 3位　柴田・鈴木(裕)

本選・全国大会(SSC) 計342組 (YSC・磯子エレガンス) (鎌倉シーサイド・ストローク) (あざみ野ローン・エバーグリーン) (YSC・亀の甲山)

222組 一般 池谷・尾崎 清水(真)・清水(栄) 3位　黒・小野澤 3位　榎本・島﨑
(京浜) (相模原グリーン) (パパスTC・エバーグリーン) (ウエスト横浜・ジュンレオ)

予選(あざみ野・SSC) 118組 50才以上 片倉・村居 吉崎・品田 3位　田原・上村 3位　貝谷・鈴木

本選・全国大会(SSC) 計340組 (YSC) (エバーグリーン・あざみ野ローン) (ストローク・鎌倉シーサイド) (ケンウッドTC)

197組 一般 小野澤・高木 藤原・嶋岡 3位　鈴木(香)・山川 3位　横松・菱山
(エバーグリーン・YSC) (TeamMaple) (YSC・和泉TC) (ジュンレオ・在住)

予選(あざみ野・SSC) 134組 50才以上 石川・小林 橋本・今井 3位　西間木・品田 3位　鈴木(裕)・畑佐

本戦・全国大会(SSC) 計331組 (市ヶ尾・横浜ガーデン) (TTC・磯子エレガンス) (スマイルエース・あざみ野ローン) (亀の甲山・YSC)

186組 一般 金山・毛利 佐藤・中田 3位　井野・佐藤 3位　石井・伊東
(VIPTOP・在住) (メルコ鎌倉・湘南ファミリー) (ジュンレオ・藤沢城南) (ジュンレオ・YSC)

予選(あざみ野・SSC) 131組 50才以上 村居・片倉 西間木・山口 3位　今井・橋本 3位　阿部・水川

本戦・全国大会(SSC) 計317組 (YSC) (スマイルエース・ウエスト横浜) (磯子エレガンス・TTC) (YSC・横浜ガーデン)

168組 一般 新井・橋詰(齋藤) 仙田・野澤 3位　泉田・鈴木(由) 3位　齋藤・小林(春)
(VIPTOP・メガロス横浜) (個人・フォルツァ桃組) (coconuts・YSC) (個人）

予選(あざみ野・SSC) 146組 50才以上 小松・宇藤 菊池・尾崎 3位　西間木・山口 3位　白鳥・梅田

本戦・全国大会(SSC) 計314組 (テニスプラザ戸塚) (オレンジライズ・京浜) (スマイルエース・ウエスト横浜) (あざみ野ローン・市ヶ尾)

128組 一般 池谷・甲斐 長谷川・宮崎 3位　平沼・鈴木 3位　秋和・八木
(京浜・あさひ) (YSC・在住) (YSC) (チームD・相模原グリーン)

予選(あざみ野・SSC) 148組 50才以上 阿部・水川 菅井・中口 3位　島﨑・亀井 3位　加藤・岩崎

本戦・全国大会(SSC) 計276組 (YSC・横浜ガーデン) (とつか) (井沢) (ウインズ・エバーグリーン)

111組 一般 平沼・鈴木 ＊井野・佐藤 3位　小川・中田 4位　小野澤・中川
(YSC) (ジュンレオ・藤沢城南) (相模原SG・湘南ファミリー) (レニックス・横須賀)

予選(あざみ野・SSC) 165組 50才以上 西間木・菊池 高橋・藤原 3位　中口・菅井 4位　橋本・楓

本戦・全国大会(SSC) 計276組 (スマイルエース・オレンジライズ) (とつか・TeamMaple) (とつか) (TTC・城郷)

107組 一般 小林・伊藤 斎藤・佐治 ３位　長谷川・中川 3位　山田・岡田
（個人・湘南ローン） （個人・YITC） （YSC・横須賀） （湘南平・チームパレ）

予選(あざみ野・SSC) 158組 50才以上 小川・花田 桜井・武藤 3位　山村・二瓶 3位　佐藤・鈴木

本戦・全国大会(SSC) 計265組 （MFTC・松原TC横浜） （湘南ハンドレット・メルコ鎌倉） （RTS・横須賀） （あざみ野ローン・旭台）

第17回

2019年
　6/25～7/10

3R敗退

第14回

2016年
　6/27～7/12

優勝

第15回

2017年
　6/26～7/11 2R敗退

(一般-コンソレ優勝)

第16回

2018年
　6/25～7/11 ベスト8

＊一般代表選手
井野・佐藤

第12回

2014年
　6/30～7/9

3R敗退

第13回

2015年
　6/29～7/14

優勝

第11回

2013年
　7/1～7/10

準優勝

第7回

2009年
　7/6～7/10 2R敗退

(一般-コンソレ優勝)

第8回

2010年
　7/5～7/9日

ベスト4

第9回

2011年
　7/4～7/12 2R敗退

(一般、50才共に
コンソレ優勝)

第10回

2012年
　7/2～7/11日 1R敗退

（一般コンソレ優勝）

第5回

2007年
　7/9～7/17

ベスト16

第6回

2008年
　7/7～7/11日

3位

第3回

2005年
　7/11～7/14

優勝

第4回

2006年
　7/10～7/13

優勝

ピンクリボンレディーステニス大会

第1回

2003年
　7/23～7/25

準優勝

第2回

2004年
　7/12～7/16

準優勝
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2020年度 コロナウィルス感染拡大防止のため開催中止


