
年  度 会  場 一般男子 一般女子 ３５男子 ３５女子 ４５男子 ４５女子

西田　豊明 田島　清香 鈴木　重彬 赤岸　十四郎 
(東京・日体大桜友会) (東京・長演ゴム) (秋田・秋田県庁) (福岡・新日鉄八幡) 

時安  繁 田端　和代 永田修三 赤岸　昭三 

(兵庫・洲本実高) (東京・長瀬ゴム) (山形・酒田クラフ) (福岡・新日鉄八幡) 

西田　豊明 山ロ　千代子 原田　公夫 前田　輝美 
(東京・日体大桜友会) (福岡・東陶機器) (鳥取・島取県庁) (広島・呉OB) 

時安  繁 向吉　佳代子 安田　津知夫 坂本　利穂

(兵庫・洲本実高) (福岡・東陶機器) (鳥取・島取県庁) (広島・呉OB) 

熊田　章甫 佐藤　妙子 鈴木　重彬 西ケ谷　嘉津次 

山梨県 (岐阜・大垣女子高) (東京・日体大桜友会) (秋田・秋田県庁) (静岡・中部電力) 

山中湖村 横江　忠志 木村　恵美子 永田　修三 佐野　猛男 
(愛知・中京大学教員) (兵庫・東芝姫路) (山形・酒田クラフ') (東京・教員クラブ)

芝池　康幸 森川　公子 鈴木　重彬 西ケ谷　嘉津次 
(兵庫・住友金属鋼管) (埼玉・河崎ラケット) (秋田・秋田県庁) (静岡・中部電力) 

小池　友道 植   紀子 永田　修三 藤野　光久 

(東京・赤Mクラフ') (埼玉・河崎ラケット) (山形・酒田クラフ') (東京・教員クラブ)

井伊　勝利 松尾　昌代 中村　次男 高橋   栄 小林　哲三 

(東京・赤Mクフフ') (東京・日体大桜友会) (秋田・秋田県庁) (岡山・岡山庭協) (長野・専売上田) 

稲垣　道夫 植   紀子 斉藤　眞久 明井　一子 花岡　和儀

(愛知・名南エ教) (埼玉・河崎ラケット) (山ロ・教員クラフ) (京都・女子クラブ) (長野・信越サンライズ) 

井伊　勝利 村山　容子 原田　公夫 加藤　孝子 髭野　耕一 

(東京・赤Mクフフ') (東京・長瀬ゴム) (東京・河崎ラケット) (埼玉・浦和軟庭クラブ) (東京・紫芽クラブ) 

稲垣　道夫 糸賀　公子 安田　津知夫 田沼　洋子 殿村　正夫 

(愛知・名南エ教) (東京・長瀬ゴム) (鳥取・島取県庁) (埼玉・浦和軟庭クラブ) (東京・個クラブ) 

木口　利充 文違　菊代 望月　幹夫 川村　英子 小林　哲三 

(東京・ヨネックス) (東京・長瀬ゴム) (埼玉・新座クラブ) (崎玉・大宮クリーン) (長野・専売上田) 

横江　忠志 糸賀　公子 木本　有信 栗原  操 花岡　和儀

(愛知・教員クラブ) (東京・長瀬ゴム) (岐阜・太平洋精エ) (崎玉・大宮クリーン) (長野・信越サンライズ) 

園田　政秋 文違　菊代 中尾　和三 加藤　孝子 小牧　洋夫 
(東京・ 日体大桜友会) (東京・長瀬ゴム) (東京・東京歯科OB) (埼玉・浦和軟庭クラブ) (鹿児島・教員クラブ') 

稲垣　道夫 糸賀　公子 板垣　和男 小塙　智子 野村  隆 

(愛知・教員クラブ) (東京・長瀬ゴム) (東京・河崎ラケット) (愛知・小川クラブ) (鹿児島・教員クラブ') 

園田　政秋 文違　菊代 大野　正巳 林   洋子 新庄　直信 
(東京・ 日体大桜友会) (東京・長瀬ゴム) (岐阜・大鹿印刷所) (東京・町田教庭) (京都・大宝商事) 

稲垣　道夫 糸賀　公子 木本　有信 小池　順子 仲本　暢久 

(愛知・教員クラブ) (東京・長瀬ゴム) (岐阜・太平洋精エ) (東京・世田谷クラブ) (京都・紫郊クラブ) 

杉本　一房 山田　恵子 保倉　謙治 川村　英子 今西　文也 

(岡山,福武書店) (兵庫・東芝姫路) (埼玉・能谷NYクラブ) (埼玉・川ロクラブ) (東京・杉並文化クラブ) 

佐藤　正行 西田　マユミ 高田　晴隆 成田　美和子 堀江　総太郎 

(宮城・教員クラブ) (兵庫・東芝姫路) (東京・言門クラブ) (埼玉・川ロクラブ) (東京・杉並文化クラブ) 

杉本　一房 木村　恵子 保倉　謙治 川村　英子 小牧　洋夫 

(岡山・福武書店) (神奈川・旭化成) (埼玉・能谷NYクラブ) (埼玉・川ロクラブ) (鹿児島・教員クラブ) 

佐藤　正行 木本　千恵 高田　晴隆 成田　美和子 長井  満 

(宮城・教員クラブ) (神奈川・旭化成) (東京・言門クラブ) (埼玉・川ロクラブ) (鹿児島・教員クラブ) 

渡辺　敬志 文違　菊代 保倉　謙治 松坂　サチエ 石川　勝教 

(広島・電電中国) (東京・長瀬ゴム) (埼玉・能谷NYクラブ) (愛知・すみれクラブ) (東京・富士クラブ) 

伊藤　栄一 日比野 いおり 高田　晴隆 横野　久美子 佐藤　隆男 

(広島・電電中国) (東京・長瀬ゴム) (東京・言門クラブ) (愛知・すみれクラブ) (東京・若獅子クラブ) 

岸本　正文 堀野　美華 保倉　謙治 仲野　早苗 石川　勝教 

(徳島・抽栄会) (東京・ヨネックス) (埼玉・能谷NYクラブ) (静岡・岡村) (東京・富士クラブ) 

池内　正典 福田　加代子 高田　晴隆 金谷　晴子 佐藤　隆男 

(徳島・抽栄会) (大阪・ヨネックス) (東京・言門クラブ) (静岡・アオヤマクラブ) (東京・若獅子クラブ) 

若梅　明彦 桜井　ひろ子 石川　延房 松坂　サチエ 中沢　邦夫 

(千業・教員クラブ) (東京・長瀬ゴム) (静岡･球聖クラブ) (愛知・すみれクラブ) (群馬・太田教) 

田中  弘 塩崎　立子 岩本　義久 横野　久美子 五十嵐　忠雄 
(東京・新星堂クラブ) (東京・長瀬ゴム) (静岡･静園クラブ) (愛知・すみれクラブ) (群馬・東京電力) 

杉本　一房 堀野　美華 石川　延房 畠口　登美子 石井　國仁 

(岡山・福武書店) (東京・ヨネックス) (静岡･球聖クラブ) (京都・EFTクラブ) (東京・日体大桜友会) 

藤原　潔志 本沢　清美 岩本　義久 国松　美子 小山　喬雄 

(岡山・岡山市役所) (東京・ヨネックス) (静岡･静園クラブ) (京都・EFTクラブ) (東京・日体大桜友会) ４５女子

野田　英明 宗盛　真弓 安藤　清 後藤　終子 土屋  勝 宮下　恭子

昭和63年 (静岡・商友クラブ) (東京・ナガセケンコー) (岐阜・大鹿印刷所) (静岡・葵クラブ) (大阪・吹田クラブ) (大阪・大阪ＯＢ会) 

村上　泰夫 千場　早和子 大原　辰政 渡辺　伸江 榎本　昌紀 水野　　恵

(静岡・静岡酸素) (東京・ナガセケンコー) (岐阜・大鹿印刷所) (愛知・すみれクラブ) (大阪・桜門クラブ) （大阪・大阪ＯＢ会）

昭和60年 
川l崎市

第13回 

昭和61年 
高崎市

第14回 

昭和57年 
山形市

第10回 

昭和58年 
宮崎市

第11回 

昭和59年 
静岡市

第12回 

昭和62年 
高知市

第15回 

石和市
第16回 

栄光の記録  (選手権保持者) №１
※４５男女は平成３０年度より本大会に統合

昭和48年 
土浦市

第1回 

昭和49年 
伊勢市

第2回 

昭和52年 
松山市

第5回 

昭和50年 

第3回 

昭和51年 
伊勢市

第4回 

昭和56年 
川口市

第9回 

昭和53年 
仙台市

第6回 

昭和54年 
伊勢市

第7回 

昭和55年 
会津若松市

第8回 



年  度 会  場 一般男子 一般女子 ３５男子 ３５女子 ４５男子 ４５女子

宗盛　真弓 渡辺　常雄 松坂　サチエ 飯田　勝信 高羽　邦子
(東京・ナガセケンコー) (東京・若獅子クラブ) (愛知・すみれクラブ) (静岡・商友クラブ) （大阪・堺レディース）

千場　早和子 宗像　敏夫 横野　久美子 岩本　義久 水越　富士子
(東京・ナガセケンコー) (東京・杉並文化クラブ) (愛知・すみれクラブ) (静岡･静園クラブ) （大阪・高槻クラブ）

神崎　公宏 德永　佳代 真鍋　繁実 白髪　文子 中尾　和三   川村　英子

平成2年 (三重・三重高校) (兵庫・東芝姫路) (山ロ・宇部興産) (和歌山・ゆうがクラブ) (東京・世田谷クラブ) （埼玉・川口クラブ）

小野寺  剛 定本　千春 浦壁　秀治 飯塚　紀子 佐藤　隆男 成田　美和子

(東京・巣鴨教) (兵庫・東芝姫路) (山ロ・宇部興産) (埼玉・川ロクラブ) (東京・若獅子クラブ) （埼玉・川口クラブ）

北本　英幸 川ロ　ひろみ 吉田　隆司 中澤　信子 保倉　謙治 川村　英子

平成3年 (石川・兼六クラブ) (兵庫・東芝姫路) (千葉・柏葉クラブ) (北海道・函館中沢宅建） (埼玉・熊谷NYクラブ) （埼玉・川口クラブ）

米沢　真琴 砂本　由理子 藤原　伸二 佐藤　秀子 高田　晴隆 成田　美和子

(石川・兼六クラブ) (兵庫・東芝姫路) (千葉・教員クラブ) (北海道・札幌日商技研） (東京・深川テニスクラブ) （埼玉・川口クラブ）

北本　英幸 川ロ　ひろみ 長野　廣充 薄   妙子 守谷　教彦 森田　倫子

平成4年 福島市 (石川・兼六クラブ) (兵庫・東芝姫路) (福岡・福大クラブ) (愛知・すみれクラブ) (大阪・武田薬品) （埼玉・大宮杉の子）

斉藤　広宣 定本　千春 国辺　重喜 横野　久美子 東  好顕 粟村　隆子

(千葉・松戸市役所) (兵庫・東芝姫路) (福岡・福大クラブ) (愛知・すみれクラブ) (大阪・武田薬品) （広島・広島ＬＣ）

神崎　公宏 熊野　美夕紀 篠辺  保 薄   妙子 近藤　照明 畠口　登美子

(三重・三重高校) (兵庫・東芝姫路) (愛知・東邦ガス) (愛知・すみれクラブ) (愛知・三菱名古屋) （京都・ＥＦＴクラブ）

小野寺  剛 砂本　由理子 稲垣　道夫 横野　久美子 西崎　真佐男 国松　美子

(東京・巣鴨教) (兵庫・東芝姫路) (愛知・名教クラブ) (愛知・すみれクラブ) (愛知・桜クラブ) （京都・ＥＦＴクラブ）

桜井　二郎 丹羽　加寿子 篠辺  保 脇田　なか江 石川　延房 大田　純子

平成6年 (愛知・ トヨタ白動車) (東京・ナガセケンコー) (愛知・東邦ガス) (神奈川・湘南クラブ) (静岡・球聖クラブ) （大阪・高槻クラブ）

安村　州司 古澤　美由紀 稲垣　道夫 市川　富子 岩本　義久 吉村　智恵

(愛知・ 日本電装) (東京・ナガセケンコー) (愛知・名教クラブ) (神奈川・横浜レディース) (静岡・静園クラブ） （大阪・大阪ＯＢ会）

北本　英幸 後藤　佳子 渡辺　数志 中澤　信子 鵜尾　隆光 大田　純子

平成7年 江別市 (石川・小松市立女子高校) (兵庫・東芝姫路) (広島・ＮＴＴ中国) (北海道・函館中沢宅建） (徳島・阿南クラブ) （大阪・高槻クラブ）

第23回 札幌市 斉藤　広宣 井本　美樹 伊藤　栄一 木村　秀子 中川  紀 吉村　智恵

(千葉・松戸市役所) (兵庫・東芝姫路) (広島・ＮＴＴ中国) (北海道・札幌日商技研） (京都・京都市役所) （大阪・大阪ＯＢ会）

中堀　成生 石川　聡子 本多　秋晴 薄   妙子 飯田　勝信 後藤　終子

高松市 (広島・ＮＴＴ中国) (東京・ナガセケンコー) (神奈川・厚木市役所) (愛知・刈谷クラブ) (静岡・商友クラブ) （愛知・すみれクラブ）

高川　経生 古澤　美由紀 古村　耕介 西俣　直子     岩本　義久 渡辺　伸江

(広島・ＮＴＴ中国) (東京・ナガセケンコー) (神奈川・厚木市役所) (愛知・刈谷クラブ) (静岡・静園クラブ） （愛知・すみれクラブ）

濱ロ  昇 砂本　葉子 本多　秋晴 薄   妙子 渡辺　常雄 濱根　春子

平成9年 秋田県 (大阪・アカエム) (兵庫・東芝姫路) (神奈川・厚木市役所) (愛知・刈谷クラブ) （東京・若獅子クラブ） （兵庫・姫路クラブ）

村中　弘明 宮地　雄子 古村　耕介 西俣　直子     宗像　敏夫 宇津原　美佐子

(奈良・高商ＯＢ) (兵庫・東芝姫路) (神奈川・厚木市役所) (愛知・刈谷クラブ) （東京・杉並文化クラブ） （兵庫・垂水クラブ）

平山　隆久 砂本　葉子 杉本　博房 薄   妙子 谷尾　敏男 濱根　春子

平成10年 (熊本・熊本商業) (兵庫・東芝姫路) (岡山・岡山市役所) (愛知・刈谷クラブ) （大阪・大阪倶楽部） （兵庫・姫路クラブ）

土師　宗一 宮地　雄子 藤原　潔志 西俣　直子     髙田　隆行 宇津原　美佐子

(埼玉・川ロ市役所) (兵庫・東芝姫路) (岡山・岡山市役所) (愛知・刈谷クラブ) （大阪・大阪倶楽部） （兵庫・垂水クラブ）

中堀　成生 管   里紗 岡本  仁 梅野　千江子 岩立　俊夫 井伊　寿子

平成11年 字都宮市 (広島・ＮＴＴ中国) (兵庫・東芝姫路) (京都・ＪＴ関西) (奈良・奈良クラブ) （京都・言問クラブ） （群馬・高崎中央クラブ）

高川　経生 宮地　雄子 橋本　康德 藤井　春美 津吉　信也 吉田　はる子

(広島・ＮＴＴ中国) (兵庫・東芝姫路) (京都・京都市役所) (奈良・ＴＭクラブ) （千葉・コスモ石油） （千葉・小金井クラブ）

中堀　成生 水上　志乃 清水　道晃 薄   妙子 安達　和紀 田島　啓子
(広島・ＮＴＴ西日本中国) (広島・ＮＴＴ西日本中国) (茨城・日立電線) (愛知・刈谷クラブ) （鳥取・NTTデータ） （千葉・市川クラブ）

高川　経生 八谷　志帆 荻野　和彦 西俣　直子     直原　隆司 吉田　はる子
(広島・ＮＴＴ西日本中国) (広島・ＮＴＴ西日本中国) (茨城・日立電線) (愛知・刈谷クラブ) （広島・広島市役所） （千葉・小金井クラブ）

岩永  淳 河野　加奈子 山田　浩一 板東　あつみ 木村　真敏 黒須　美紀
(広島・ＮＴＴ西日本中国) (東京・ナガセケンコー) (石川・北陸電力) (和歌山・和歌山LCC) （埼玉・本庄クラブ） （埼玉・川口クラブ）

森本　英揮 鎌田　真由 米沢　真琴 坂井　真由美 上田　孝春 宮内　悦子
(広島・ＮＴＴ西日本中国) (東京・ナガセケンコー) (石川・兼六クラブ) (和歌山・和歌山LCC) （埼玉・川口市役所） （埼玉・所沢ペアート）

浅川　陽介 佐藤　佳奈 川崎　保影 榎本　弘美 谷尾　敏男 藤原　芳子

平成14年 (東京・日体大桜友会) (東京・ヨネックス) (京都・京都市役所) (和歌山・和歌山LCC) （大阪・大阪倶楽部） （東京・府中ＳＴＣ）

小峯　秋二 緒方　優紀 池田　征弘 黒坂　千恵 杉野　徹也 柳下　久美子
(富山・高岡ビッグウェーブ) (東京・ヨネックス) (京都・京都府庁クラブ) (兵庫・ホーミイクラブ) （大阪・吹田クラブ） （東京・町田ＳＴＣ）

中堀　成生 玉泉　春美 石岡　重光 薄   妙子 櫛山　美好 薄　妙子

平成15年 (広島・ＮＴＴ西日本中国) (兵庫・東芝姫路) (京部・京都教員クラブ) (愛知・刈谷クラブ) （鹿児島・鹿児島連盟） （愛知・刈谷クラブ）

第31回 高川　経生 上嶋　亜友美 橋本　康徳 西俣　直子     角野　俊朗 横野　久美子
(広島・ＮＴＴ西日本中国) (兵庫・東芝姫路) (京都・京都市役所) (愛知・刈谷クラブ) （鹿児島・鹿児島連盟） （愛知・すみれクラブ）

中堀　成生 河野　加奈子 石岡　重光 安藤　桂子 松本　良彦 薄　妙子

平成16年 千葉県 (広島・ＮＴＴ西日本中国) (東京・ナガセケンコー) (京部・京都教員クラブ) (神奈川・横浜レディース) （東京・赤門クラブ） （愛知・刈谷クラブ）

第32回 白子町 高川　経生 濱中　洋美 橋本　康徳 西川　淳子 石川　雅利 西俣　直子
(広島・ＮＴＴ西日本中国) (広島・広島女子商クラブ) (京都・京都市役所) (神奈川・むつみクラブ) （千葉・市川市役所） （愛知・刈谷クラブ）

平成5年 弘前市

備前市

第21回 

平成元年 
富山市

第17回 

岩木町

二本松市

雄和町

松山市

福井市
武生市
敦賀市
鯖江市
金津町

宮崎市

酒田市

第30回 

第27回 栃木市

平成12年 

第29回 
平成13年 

第28回 

栄光の記録  (選手権保持者) №２

第22回 

平成8年 
第24回 丸亀市

第25回 

能谷市
第18回 

佐資市
第19回 

第26回 

第20回 

※４５男女は平成３０年度より本大会に統合

中  止 

静岡市



年  度 会  場 一般男子 一般女子 ３５男子 ３５女子 ４５男子 ４５女子

花田　直弥 高橋　美香 鹿島　庄一郎 牛崎　明美 吉田　　裕 薄　妙子

平成17年 (京都・京都市役所) (香川・NTTドコモ四国) (宮崎・都商ＯＢクラブ) (埼玉・上尾レディース) （徳島・阿南クラブ） （愛知・刈谷クラブ）

第33回 川村　達郎 宗久　容子 平原　幸典 江ロ　京子 谷本　満裕 西俣　直子

(岡山・岡山市役所) (香川・NTTドコモ四国) (宮崎・宮崎工業高校) (埼玉・岩槻すみれ) （徳島・阿南クラブ） （愛知・刈谷クラブ）

舘越　清将 辻   美和 上松　明裕 山東　美夕紀 吉岡　和幸 鈴木　明美

平成18年 (秋田・わか杉クラブ) (兵庫・東芝姫路) (岡山・岡山市役所) (兵庫・ホーミイクラブ) （新潟・糸魚川クラブ） （新潟・長岡レモン）

第34回 齋藤　紘二 佐伯　淑恵 本倉　正恭 山形　扶美代 兼田　忠啓 伴戸　明己
(秋田・わか杉クラブ) (岡山・岡山市役所) (岡山・岡山市役所) (大阪・大阪ファニークラブ) （新潟・新潟トキめきクラブ） （北海道・札幌啓明クラブ）

篠原　秀典 杉本　瞳 岡部　英昭 寺田　祥子 磯野　春幸 五味　絹代

平成19年 北上市 (東京・日体桜友会) (兵庫・東芝姫路) (静岡・浜松庭球クラブ) (三重・五十鈴クラブ) （徳島・阿南クラブ） （奈良・アドバンス）

第35回 盛岡市 小林　幸司 上嶋　亜友美 平井　勝己 山形　扶美代 谷本　満裕 久富　貴美代

(東京・日体桜友会) (兵庫・東芝姫路) (愛知・デンソー) (大阪・大阪ファニークラブ) （徳島・阿南クラブ） （大阪・堺レディース）

松口　友也 杉本　瞳 石橋　孝一 寺田　祥子 上松　明裕 五味　絹代

平成20年 福知山
市

(東京・ヨネックス) (兵庫・東芝姫路) (京部・京都市役所) (三重・五十鈴クラブ) （岡山・岡山市役所） （奈良・アドバンス）

第36回 舞鶴市 望月　大輝 森原　可奈 花井　伸幸 山形　扶美代 大橋　元司 久富　貴美代

(静岡・明電舎) (兵庫・東芝姫路) (京都・京都市役所) (大阪・大阪ファニークラブ) （岡山・教員クラブ） （大阪・堺レディース）

篠原　秀典 高橋　由梨香 平野　秀樹 宮尾　真由美 山田　浩一 上山　親子

平成21年 (東京・日体桜友会) (山口・山ロ県体協クラブ) (千葉・小金原クラブ) (埼玉・所沢ペアート) （石川・北陸電力石川） （大阪・ファニー）

第37回 小林　幸司 中村　佳奈枝 小笠原　敬之 平山　浩子 永井　茂樹 藤井　春美

(東京・ミズノ) (山口・山ロ県体協クラブ) (千葉・小金原クラブ) (埼玉・所沢ぺアート) （石川・北陸電力石川） （奈良・Ｔ・Ｍクラブ）

篠原　秀典 上原　絵里 石橋　孝一 浦川　真紀 上松　明裕 近藤　貴予

平成22年 (東京・日体桜友会) (東京・ナガセケンコー) (京部・京都市役所) (熊本・宇土クラブ) （岡山・岡山市役所） （東京・武蔵野クラブ）

第38回 小林　幸司 平田　清乃 橋本　康徳 前田　ひとみ 橋本　康徳 落合　千春

(東京・ミズノ) (東京・ナガセケンコー) (京都・京都市役所) (熊本・八代アタック) （京都・京都市役所） （東京・台東グリーン）

松口　友也 杉本　瞳 濱口　昇 寺田　祥子 上松　明裕 宮尾　真由美

平成23年 大分市 (東京・ヨネックス) (兵庫・東芝姫路) (愛知・名古屋アカエム) (三重・五十鈴クラブ) （岡山・岡山市役所） （埼玉・所沢ペアート）

第39回 日田市 山口　大地 森原　可奈 末田　路博 昇  扶美代 橋本　康徳 平山　浩子

(東京・日体桜友会) (兵庫・東芝姫路) (愛知・東邦ガス) (大阪・ファニー) （京都・京都市役所） （埼玉・所沢ペアート）

稲積　京之介 横山　温香 井上　和仁 竹田　佳恵 千野　一也 宮尾　真由美

平成24年 (東京・日体桜友会) (東京・ナガセケンコー) (神奈川・厚木市役所) (愛知・一宮  花・花) （山梨・甲府市役所） （埼玉・所沢ペアート）

第40回 森田　祐哉 平田　清乃 小峯　秋二 伴  由美子 堀越　晴夫 平山　浩子

(東京・ヨネックス) (東京・ナガセケンコー) (富山・高岡ビッグウェーブ) (愛知・一宮  花・花) （東京・板橋クラブ） （埼玉・所沢ペアート）

村上　雄人 森田　奈緒 成田　智計 酒井　貴子 佐々木　賀朗 東　純子

平成25年 江別市 (広島・NTT西日本広島) (東京・ヨネックス) (岐阜・大鹿印刷所) (東京・三鷹支部) （大坂・堺連盟） （兵庫・今津クラブ）

第41回 札幌市 中本　圭哉 山下　ひかる 村上　広昭 花園　安紀 田中　彰司 宮崎　由佳子
(広島・NTT西日本広島) (東京・ヨネックス) (岐阜・大鹿印刷所) (東京・杉並文化クラブ) （京都・ＪＴ関西） （大阪・ＲＩＳＥ）

篠原　秀典 横山　温香 新田　貴徳 高井　志保 上松　明裕 片山　順子

平成26年 (東京・日体桜友会) (東京・ナガセケンコー) (徳島・徳島市役所) (大阪・吹田クラブ) （岡山・岡山市役所） （福岡・福大クラブ）

第42回 小林　幸司 阿部　悠梨 横石　智 住友　友里 橋本　康徳 中牟田　千恵

(東京・ミズノ) (東京・ナガセケンコー) (徳島・抽栄会) (徳島・大神子病院) （京都・京都市役所） （福岡・福大クラブ）

村上　雄人 北浦　有華 濱口　昇 高井　志保 中島　通晴 宮尾　真由美

平成27年 (広島・NTT西日本広島) (京都・ワタキューセイモア) (愛知・名古屋アカエム) (大阪・吹田クラブ) （静岡・浜松市役所） （埼玉・所沢ペアート）

第43回 中本　圭哉 松本　英里佳 今村　義美 吉崎　香奈絵 浪越　淳文 鈴木　節子
(広島・NTT西日本広島) (京都・ワタキューセイモア) (香川・なかよしクラブ) (京都・B－J 〇 K E R) （山梨・新星クラブ） （東京・日亜化学工業）

船水　雄太 深澤　昭惠 吉川　博之 高井　志保 片峯　俊和 下村　万貴子

平成28年 神栖市 (広島・NTT西日本広島) (兵庫・東芝婚路) (山口・宇部興産) (大阪・吹田クラブ) （福岡・ＴＯＴＯ） （神奈川・フコクテニス）

第44回 鹿嶋市 九島　一馬 森原　可奈 足利　剛平 成田　扶美代 篠原　和彦 渡邉　扶佐子

(大阪・ミズノ) (兵庫・東芝姫路) (岡山・クラレ岡山) (大阪・K E N K 〇) （福岡・ＴＯＴＯ） （東京・ＢＬＵＥ　ＴＡＫＡＸ）

丸中　大明 小谷　菜津美 花田　直弥 竹田　佳恵 石橋　孝一 中辻　孝子

平成29年 （広島・ＮＴＴ西日本） （福島・ダンロップ） （京都・京都市役所） (愛知・一宮  花・花) （京都・京都市役所） （大阪・ＫＥＮＫＯ）

第45回 長江　光一 大槻　麗 山田　拓未 中根　治美 橋本　康徳 青山　裕子
（広島・ＮＴＴ西日本） （福島・ダンロップ） （徳島・大神子病院） （愛知・岡崎ロングロングクラブ） （京都・京都市役所） （奈良・Ｔ・Ｍクラブ）

丸中　大明 中川　瑞貴 角谷　祐輔 伊佐　久美子 片峯　俊和 五十嵐美智恵

平成30年 （広島・ＮＴＴ西日本） （東京・ナガセケンコー） （岡山・岡山市役所） (東京・杉並文化クラブ) （福岡・ＴＯＴＯ） （新潟・燕クラブ）

第46回 長江　光一 芝崎　百香 足利　剛平 矢崎　美穂 篠原　和彦 米沢　優美子
（広島・ＮＴＴ西日本） （東京・ナガセケンコー） （岡山・クラレ岡山） (東京・杉並文化クラブ) （福岡・ＴＯＴＯ） （石川・ふたばクラブ）

船水　颯人 横山　温香 林　快昌 髙橋　和恵 片峯　俊和 寺田　祥子

令和元年 （東京・ヨネックス） （愛知・東海市クラブ） (山口・宇部興産) (山形・山形城北高校) （福岡・ＴＯＴＯ） （三重・五十鈴クラブ）

第47回 中本　圭哉 大槻　麗 久野　智規 三浦　洋美 篠原　和彦 成田　扶美代

（福井・福井県庁） （福島・ダンロップ） (山口・宇部興産) (群馬・Palaistra) （福岡・ＴＯＴＯ） （大阪・ＫＥＮＫＯ）

令和２年
第48回

中止（新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため）

山形市
天童市
酒田市

長浜市

熊本市

松山市 

福知山市

新潟市
長岡市
燕市

岡山市

栄光の記録  (選手権保持者) №３

さいたま市 

静岡市
浜松市

鈴鹿市

長崎市

※４５男女は平成３０年度より本大会に統合


