
期間 参加数

1979年
　10/16～

126組

(高麗山・湘南グリーン) (湘南グリーン・カトレア) (鎌倉宮カントリー) (菊名グリーン) （大塚節子)

1980年
　9/8～10/16

193組

(湘南ローン) (菊名グリーン) (相模原グリーン) (湘南ローン・柿の木台) (飯尾尚子)

1981年
　9/7～9/14

251組

(日経・YSC) (柿の木台・相模原グリーン) (夢見ヶ崎・鎌倉宮カントリー) (湘南ローン・鎌倉ローン) (宮城静代)

1982年
　10/4～10/15

330組 岡田・足立 石田・山本 宇野・小野 宮本・小田 優勝

(鶴川グリーン・相模原) (鎌倉宮カントリー) (湘南ローン) (柿の木台グリーン) (谷口美佐子)

1983年
　9/7～9/21

347組

(相模原グリーン) (鎌倉宮カントリー・上郷グリーンヒル) (東林間・千代田) (上郷グリーンヒル) (高橋美恵子)

1984年
　9/11～9/27

449組

(NBTA) (タチバナ・登戸) (東林間・相模原) (相模原グリーン・百合ヶ丘) (岩本登志子)

1985年
　9/4～9/19

491組 浅沼・沼山 内田・湯山 二宮・鷲見 稲生・馬場 ベスト8

(百合ヶ丘・相模原グリーン) (足柄ローン) (田園・青葉台ローン) (深沢大谷・藤沢太平台) (白砂京子)

1986年
　9/9～9/26

528組

(霧ヶ丘・亀の甲山) (横浜グリーン) (宮崎台・グリーン) (横浜グリーン) (橋場京子)

1987年
　9/8～10/2

538組

(寒川ローン・湘南ローン) (茅ヶ崎シーサイド・ZOO) (葉山インドア・上郷グリーンヒル) (鎌倉シーサイド・湘南グリーン) (大場初子)

1988年
　9/2～9/22

493組

(湘南ファミリー・箱根クラブ) (本郷台) (湘南グリーン) (夢見ヶ崎) (小泉ヨネ子)

1989年
　9/6～9/27

475組

(百合ヶ丘ファミリー・亀の甲山) (カトレア・大磯ローン) (相模原) (足柄ローン・小田急秦野) (小川加代子)

1990年
　9/4～9/27

522組

(希望ヶ丘・高麗山) (希望ヶ丘) (鵠沼グリーン) (湘南ローン・サントリー) (間宮茂子)

1991年
　9/4～9/26

602組

(東急嶮山・スポーツ109) (YSC・亀の甲山) (鵠沼グリーン) (高麗山・夢見ヶ崎) (宮城静代)

第13回
村岡・渡辺 鈴木・斉藤 鶴岡・小俣 岩里・橋本 ベスト8

予選(本牧・長浜他3コート)
本選(泉中央)
全国(久我山)

第12回
舛田・岩里 佐藤・日下 鶴岡・小俣 松丸・松岡 初回戦

予選(本牧・長浜他3コート)
本選(緑TG)
全国(有明)

第11回
浅沼・武部 杉山・二宮 藤倉・佐藤 内田・原田 ベスト16

予選(本牧・長浜・桃浜・横
山)本選(等々力)

全国(久我山・高輪ＴＣ)

第10回
大勝・片野 白井・嵐 星野・神野 田中・橋本 ベスト8

予選(本牧・長浜・桃浜・横
山)本選(等々力・SSC)

全国(久我山)

初回戦
予選(本牧・長浜

他３コート)本選(等々力)
全国(久我山・高輪ＴＣ）

第9回
河田・松丸 神長・飯田 松本・宮崎 橋本・星野 ベスト8

予選(本牧・長浜・桃浜・横
山)本選(等々力・SSC)
全国(久我山・高輪ＴＣ)

第7回
予選(本牧・桃浜・横山)

本選(等々力)全国(久我山) (注)代表選手：浅沼・沼山、　二宮・鷲見、　稲生・馬場

第8回
岩里・高杉 河村・佐藤 村野・森内 石渡・高山

予選(本牧・桃浜・横山)
本選(等々力)全国(高輪TC

東京トピレック

朝日レディーステニス神奈川県大会

第6回
岡田・足立 田渕・遠藤 鈴木・早坂 沼山・浅沼 優勝

予選(本牧・桃浜・横山)本
選(ＳＳＣ)

全国(久我山)

全国レディーステニス神奈川県大会

第4回 富士見・等々力・
金沢グリーン

全国大会(東京トピレック) (注)代表選手：石田・山本、　宇野・小野、　宮本・小田

第5回
二之宮・滝本 山崎・関場 坪内・小橋 葉山・森尾 第3位

第3回
小野・小川 高橋・姫野 荻島・鈴木 宇野・平野 優勝

富士見・等々力
全国大会(東京トピレック)

第2回
間宮(千)・間宮(茂) 川田・小泉 橋場・大谷 小野・高橋 優勝

富士見・等々力・保土ヶ谷
ローン

全国大会(東京トピレック）

第1回
白砂・飯尾 清水・谷口 岩本・西村 小泉・川田 第3位

富士見・等々力・保土ヶ谷
ローン

全国大会(高輪)

全国レディース硬式テニス神奈川県大会

回数 優勝 準優勝 3位 4位
全国大会結果

(監督)会場



期間 参加数

1992年
　9/2～10/2

620組

(高麗山・夢見ヶ崎) (相模原・大和クィーン) (本郷台・YSC) (湘南ハンドレッド・湘南ファミリー) (宮城静代)

1993年
　9/2～9/30

611組

(亀の甲山・大磯ローン) (本郷台・湘南ハンドレッド) (市ヶ尾・サントリー) (高麗山) (鈴木澄子)

1994年
　9/1～9/29

628組

(YSC・鎌倉宮カントリー) (サントリー・左近山ロイヤル) (東急嶮山) (上郷グリーンヒル・本郷台) (山本慈子)

1995年
　9/5～9/21

607組

(夢見ヶ崎) (三菱化学テニス同好会) (サントリー・左近山ロイヤル) (上郷グリーンヒル・鎌倉ローン) (藤原美智子)

1996年
　9/18～9/20

609組

(京浜・東急有馬) (SCエスタ) (夢見ヶ崎ローン) (左近山ロイヤル・グレイス) (飯尾尚子)

1997年
　9/1～9/26

580組

(東急有馬・SCエスタ) (TTS・鎌倉ローン) (厚木国際・相模原グリーン) (湘南ハンドレッド) (関場和子)

1998年
　9/1～9/25

543組

(フリー・荏原SSC) (湘南ハンドレッド) (レニックス・東急嶮山) (サントリー・市ヶ尾ローン) (岩里弘子)

1999年
　9/1～9/28

532組

(荏原SSC) (藤野企画・Jusco) (湘南ハンドレッド・湘南ハイランド) (レニックス・YSC) （　-　）

2000年
　9/4～9/28

482組

(厚木国際・瀬谷グリーン) (相模原グリーン) (横浜テニスカレッジ) (テニスプラザ戸塚・YSC) （　-　）

2001年
　9/3～9/27

549組

(左近山RTH) (レニックス・YSC) (YSC・さくら) (夢見ヶ崎ローン・個人) （　-　）

2002年
　8/27～9/26

549組

(東急有馬・亀の甲山) (メガロス横濱・NA城郷) (ケンウッドTC) (YITC・東急嶮山) （　-　）

2003年
　8/26～10/1

572組

(メガロス横濱・NA城郷) (ケンウッドTC) (亀の甲山・東急嶮山) (湘南ローン・サントリー) （　-　）

2004年
　8/24～9/30

535組

(YSC) (エバーグリーン・湘南ローン) (伊勢原・寒川ローン) (ウインズ・足柄ローン) （　-　）

2005年
　8/30～9/28

510組

(相模原グリーン) (グレイス・オレンジライズ) (オレンジライズ・ケンウッドTC) (カトレア・オレンジライズ) （　-　）

第27回
内田・中村 渡邊・宮田 金子・中島 牧野・荷川取 ベスト16

予選(横須賀ダイヤランド・等々
力・本牧・長浜・南毛利・淵選
野辺)本選(SSC)全国(昭和の

森)

第26回
山内・青木 石崎・小山 吉田・杉山 岸本・和田 準優勝

予選(南郷上の山・等々力・本
牧・長浜・南毛利・横山)本選

(三ツ沢)全国(昭和の森)

第25回
梅田・我妻 相田・佐々木 水川・青木 小山・石崎 第3位

予選(南郷上の山　他5会場)
本選(SSC)全国(昭和の森)

全国レディーステニス神奈川県大会

第24回
高橋・水川 大場・我妻 相田・佐々木 太田・兵頭 ベスト16

予選(南郷上の山　他5会場)
本選(三ツ沢)全国(昭和の森)

第23回
大塚・鈴木 平尾・望月 柚山・税田 高橋・庄司 第4位

予選(等々力　他4会場)
本選(三ツ沢)全国(久我山)

第22回
田中・鈴木 氏家・土屋 高橋・柴﨑 渡辺・望月 優勝

予選(等々力 他4会場)
本選(三ツ沢)全国(久我山)

第21回
橋本・橋口 高橋・大熊 用瀬・菊池 平尾・柚山 優勝

予選(等々力　他5会場)
本選(三ツ沢・SSC)

全国(久我山)

第20回
橋本・橋口 宇留野・用瀬 平尾・村上 石崎・吉崎 ベスト16

予選(等々力 他6会場)
本選(三ツ沢)全国(久我山)

第19回
今鷹・加藤 高橋・楠原 長島・只隈 宇留野・用瀬 準優勝

予選(本牧・長浜他5コート)
本選(三ツ沢・SSC)

全国(久我山)

第18回
今鷹・相川 土屋・加藤 橋本・高橋 横山・窪田 ベスト16

予選(等々力他4会場)
本選(三ツ沢)
全国(久我山)

第17回
橋本・高橋 小泉・鳥海 竹内・横山 佐伯・楠原 初回戦

予選(長浜・富岡西他5コート)
本選(三ツ沢)
全国(久我山)

第16回
星野・田中 川口・耳塚 村岡・渡辺 鈴木・平尾 第3位

予選(本牧・長浜他4コート)
本選(三ツ沢・スピンクスインド

ア)
全国(久我山)

第15回
高杉・工藤 白井・星野 岩瀬・松岡 原田・坂井 第3位

予選(本牧・長浜他4コート)
本選(SSC)全国(久我山)

第14回
岩里・橋本 藤倉・竹内 嵐・船橋 星野・神野 ベスト８

予選(本牧・長浜他4コート)
本選(泉中央・ＳＳＣ)

全国(久我山)

回数 優勝 準優勝 3位 4位
全国大会結果

(監督)会場



期間 参加数

2006年
　8/29～9/27

497組

(伊沢・アニス) (サンブリッジ・森の里) (YSC) (湘南ファミリー・湘南平) （　-　）

2007年
　8/28～9/27

462組

(エバーグリーン・グレイス) (鳥きゅん・磯子エレガンス) (とつか・オレンジライズ) (SHOW.T.P.・八景インドア) (杉山豊子)

2008年
　8/27～9/26

463組

(葉山・リ.フレッシュ) (鳥きゅん・夢見ヶ崎) (三ツ沢友の会・相模原グリーン) (三ツ沢友の会) (氏家真沙子)

2009年
　8/25～10/6

457組

(SHOW.T.P・オレンジライズ) (三ツ沢友の会) (横浜テニスカレッジ・希望が丘) (湘南ファミリー) (境真由美)

2010年
　8/23～10/5

429組

（オレンジライズ・YSC) (メルコ鎌倉・横浜テニスカレッジ) (YSC・湘南ローン) (オレンジライズ・京浜) (用瀬善枝)

2011年
　8/22～9/28

379組

(市ヶ尾・YSC) (SCアクア・三ツ沢友の会) (HKF・チームW) (横須賀) (橋本優子)

2012年
　8/27～9/26

387組

(亀の甲山・セサミSC大船) (ジュンレオ) (相模原SC・在住) (とつか・YSC) (永重あゆみ)

2013年
　8/26～9/27

372組

(HKF) (YSC) (湘南ローン) (SCザバス) (佐藤芳香)

2014年
 8/25～9/26

342組

(SCザバス) (鎌倉宮カントリー) (RTS・YSC) (エバーグリーン・市ヶ尾) (税田桂子)

2015年
 8/27～9/30

335組

(ジュンレオ・在住) (亀の甲山・セサミSC大船) （相模原グリーン) (VIPTOP・エバーグリーン) (ヘルナンデス薫)

2016年
 8/24～9/28

307組

(エバーグリーン・相模原グリーン) (GODAI-TC・セサミSC大船) (YSC・VIPTOP) (オレンジライズ・京浜) (ヘルナンデス薫)

2017年
 8/31～9/22

270組

(VIPTOP) (VIPTOP・メガロス横浜) (GODAI-TC・VIPTOP) (京浜・あさひ) (加藤眞優美)

2018年
 8/27～9/21

291組 井野・佐藤 池谷・甲斐 菱山・横松 石井・東條

(ジュンレオ・藤沢城南) （京浜・GODAI-TC) (個人・ジュンレオ) （ＧＯＤＡＩ-ＴＣ・在住）

60歳以上の部

吉田・吉崎 大串・横川 鈴木・相馬 福田・加藤

(京浜・レニックス) (YSC・レニックス) (京浜・旭台) (SCザバス・横須賀ダイヤランド)

2019年
 8/26～9/20

277組 池田・藤田 山崎・木村 中田・小川 齋藤・佐治

（京浜） （YSCTA） （湘南ファミリー・相模原SG） （個人・YITC）

60歳以上の部

鈴木・加藤 川崎・上野

(鎌倉宮カントリ－・ウインズ） (相模原グリーン・ウッド）

第41回

2回戦敗退

予選(大津・等々力・本牧・
南毛利)本戦(三ツ沢)
全国大会(昭和の森)

(高橋友紀)

第39回
齊藤・森 新井・橋詰 村田・金山 池谷・甲斐 4位

予選(大津・等々力・本牧・長
浜・南毛利)本戦(三ツ沢)

全国大会(昭和の森)

第40回

ベスト8

予選(大津・等々力・本牧・
長浜・南毛利)本戦(三ツ沢)

全国大会(昭和の森)
(高橋友紀)

第38回
寺田・清水(真) 河村・星 硎野・鷲見 菊池・尾崎 優勝

予選(大津・等々力・本牧・長
浜・南毛利)本選(三ツ沢)

全国大会(昭和の森)

第37回
上田・寺田 河村・星 清水(真)・清水(栄) 神田・小野澤 ベスト8

予選(大津・等々力・本牧・長
浜・南毛利)本選(三ツ沢)

全国大会(昭和の森)

第36回
小林・内藤 三浦・原田 清家・高木 小野澤・奥谷 3位

予選(大津・等々力・本牧・長
浜・南毛利)本選(三ツ沢)

全国大会(昭和の森)

第35回
高橋(真)・高橋(紀) 相原・加藤 佐藤・佐々木 小林・内藤 3位

予選(大津・等々力・本牧・南毛
利)本選(三ツ沢)

全国大会(昭和の森)

第34回
河村・星 上田・大屋 小川・神田 高橋(誠)・片倉 ベスト8

予選(大津・等々力・本牧・長
浜・南毛利)本選(三ツ沢)

全国大会(昭和の森)

第33回
伊藤・硎野 小林・内藤 井野・清家 二瓶・中川 2R敗退

予選(大津・等々力・本牧・長
浜・南毛利)本戦(三ツ沢)

全国大会(昭和の森)

第32回
星野・硎野 佐藤・石井 相原・佐々木 菊池・尾崎 2R敗退

予選(大津・等々力・本牧・長
浜・南毛利・相模原グリーン)
本選(三ツ沢)全国(昭和の森)

第31回
和田・大谷 横山・下田 土屋・新美 鳥谷部・南 優勝

予選(大津・等々力・本牧・長
浜・南毛利・相模原グリーン)本
選(三ツ沢・ＳＳＣ)全国(昭和の

森)

第30回
久我・押谷 中村・高橋 神田・加藤 横山・下田 第3位

予選(大津・等々力・本牧・長
浜・南毛利・相模原グリーン)
本選(三ツ沢)全国(昭和の森)

第29回
高野・渡邊 河村・岩澤 高橋・宮田 和田・大谷 優勝

予選(横須賀ダイヤランド・等々
力・本牧・長浜・南毛利・相模
原グリーン)本選(YSC)全国(昭

和の森)

第28回
亀井・井口 山本・田中 硎野・山田 鳥谷部・原 ベスト16

予選(横須賀ダイヤランド・等々
力・本牧・長浜・南毛利・横山)

本選(SSC)全国(昭和の森)

ソニー生命カップ全国レディーステニス大会

回数 優勝 準優勝 3位 4位
全国大会結果

(監督)会場


