
50歳A 50歳 (50歳B)  55歳 60歳 65歳 70歳

古賀・梅浦 佐藤・宮崎
（京王TC・富士見ヶ丘） （神宮・田園）

菅原・竹田 伊藤・植田
（東京グリーン） （東京グリーン・霞ヶ丘）

竹田・星野 佐藤・岡野 大塚・星
（東京グリーン） （神宮・大森） （鎌倉宮カントリー）

辻・上田 小沢・今宮 佐藤・岡野 小西・石井
（ミタカTC・成城GP） （グリーンTC） （神宮・大森TC） （鎌倉ローン・成城GP）

清・岩井 佐内・望月 林・山中 金子・石井
（武蔵野・ユニークス） （百草テニスガーデン・多摩サークルC） （神宮・善福寺公園） （神宮・成城GP）

薄衣・小林 五十嵐・久保 滝中・菅原 豊島・神保
（多摩サークルA・八王子ローン） （多摩ローン） （東京グリーン） （東京ローン・小平）

小林・薄衣 飯田・佐治 梅浦・金井 神保・豊嶋
（多摩サークルN・多摩サークルA） （ミタカファミリー） （富士見ヶ丘・小平） （小平クラブ・東京L）

斉藤・石山 岩田・脇 大前・宇佐美 岡田・滝中
（府中サンC・京王） （関越） （立川G・CTS） （神宮・東京G）

斉藤・石山 小山・森 高田・柴山 坂本・岡田
（府中サンC・京王） （東久留米市民） （オリーブ南・神宮） （宮崎台・神宮）

斉藤・石山 浅見・水野 柴山・河村 坂本・飯沼
（府中サンC・京王） （東宝調布） （神宮・富士見ヶ丘L） （宮崎台・サントリー戸塚）

岩田・大島 熊谷・鈴木 佐々木・犬飼 三輪・田中
（成城L） （昭和の森サークル・東大和） （保谷ロイヤル・ミタカ） （多摩L・昭和の森）

立石・飯田 奈良・金田一 清水・　倉 谷中田・河村
（成城L） （富士見ヶ丘L） （神崎・多摩サークルNF） （富士見ヶ丘L）

渡辺・国分 中田・三沢 斉藤・元満 土屋・大前 坂本・飯沼
（あたごDS・富士見台） （昭島サークル） （神崎・西東京SC） （昭和の森・立川G） （宮崎台・サントリー戸塚）

中澤・増田 新谷・今野 斉藤・元満 大前・土屋 早川・山下
（レディメイツ・プラネット） （田園） （神崎・西東京SC） （立川G・昭和の森） （平山台・高松L）

吉本・飯沼 山本・深田 大島・清水 川島・麻生 佐々木・木下 石井・重光
（フジノ・立川TC） （府中サンA・狛江ラケット） （立野L・東京G） （立川TC・田柄） （保谷R・国立霞ヶ丘） （田園・東京L）

吉本・飯沼 酒井・青木 西條・大泉 岩田・植田 柴山・大前
（フジノ・立川TC） （ウェンズデー） （東宝調布・多摩桜ケ丘） （中野クラブM） （神宮・立川G）

茂呂・新沼 佐藤・渡辺 増田・奥山 大島・清水 町田・田村 岩崎・斉藤
（フレッシュレディース・神崎） （アシニス） （善福寺・ティンバーズ） （立野ローン・東京グリーン） （立川TC・立川グリーン）） （I.O.C・鎌倉宮TC）

佐藤・榎木 飯倉・高橋 高橋・我孫子 西條・大泉 上垣・冨山
（富士見台） （国立西が丘・フレッシュレディース） （フレッシュレディース・東宝調布） （東宝調布・多摩桜ケ丘） （西原グリーン・ウエストグリーン）

岡・長崎 木下・田中 河野・長島 西條・大泉 町田・手塚 早川・国沢
（多摩サークルC・神崎） （京王） （東宝調布・神崎） （東宝調布・多摩桜ケ丘） （立川TC・新宮） （平山台・神崎）

長崎・岡 高原・川西 奥山・増田 西條・大泉 土屋・町田 松尾・林
（神崎・多摩サークルC） （アシニス） （ティンバーズ・善福寺公園） （東宝調布・多摩桜ケ丘） （昭和の森・立川TC） （スリーエム・神宮）

平井・本郷 水野・江川 小平・木下 前島・神林 大島・清水 河村・松尾
（アシニス・東宝調布） （小金井クラブ・小平クラブ） （フジノ・保谷ロイヤル） （立川TC・メリー＆ハリーあたご） （立野ローン・東京グリーン） （富士見ヶ丘L・スリーエム）

加藤・三橋 橋本・長島 細川・伊藤 前田・永井 早川・中島 上垣・大前
（東宝調布・府中サンC） （W.T.C) （あたごDS・神崎) （東宝調布・国立霞ヶ丘） （小金井クラブ・昭和の森） （西原グリーン・立川グリーン)
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44歳以下 45～49歳 50～54歳 55～59歳

乙幡・岡部 善田・荒川 小野・赤城 有井・木下
(立川TC・西原グリーン) (ビッグファイト・日野市民) (ベアーズ・立野ローン) (田柄・保谷ロイヤル)

60歳以上

44歳以下 45～49歳 50～54歳 55～59歳

60歳以上

オープン 45歳 50歳 55歳  

村田・佐野 清水・三木 加藤・三橋 杉本・赤城
(T's club) (ベアーズ・サントピア) (東宝調布・府中サンC) (高松ローン・立野ローン)

60歳 65歳 70歳

豊泉・落合 関谷・中島 町田・日下
(田園・レディーメイツ) (ミタカ) (立川TC・上郷グリーンヒル)

オープン 45歳 50歳 55歳  

村田・佐野 清水・三木 棚橋・石川 中山・吉澤
(T's club) (ベアーズ・サントピア) (立野ローン・プラネット) (立川TC・保谷ロイヤル)

60歳 65歳 70歳

小坂・高橋 斎藤・新沼 岩田・植田
(神崎・フレッシュレディース) (神崎) (Sophia)

オープン 45歳 50歳 55歳  

小原・塩澤 加藤・杉山 清水・三木 中山・吉澤
(竹の子・善福寺公園) (お茶会) (ベアーズ・サントピア) (立川TC・保谷ロイヤル)

60歳 65歳 70歳

國分・有井 西條・大泉 神永・町田
(富士見台・田柄) (東宝調布・多摩桜ヶ丘) (新川・立川TC)

オープン 45歳 50歳 55歳  

田村・佐藤 竹中・中島 雨川・山川 中山・吉澤
（Ｔ’ｓ ｃｌｕｂ・一球一打会） （竹の子・日野市民） （高松ローン） (立川TC・保谷ロイヤル)

60歳 65歳 70歳

有井・横山 國分・永井 大島・清水
（田柄・お茶会） （富士見台・国立霞ヶ丘） （立野ローン・東京グリーン）

オープン 45歳 50歳 55歳  

田村・佐藤 竹中・中島 清水・三木 加藤・三橋
（Ｔ’ｓ ｃｌｕｂ・一球一打会） （竹の子・日野市民） (サントピア) (東宝調布・府中サンＣ)

60歳 65歳 70歳

岡・長崎 真庭・金田一 大島・清水
(若林・神崎) (ＴＴ４Ｃ・武蔵野ローン) （立野ローン・東京グリーン）

オープン 45歳 50歳 55歳  

田村・佐藤 竹中・中島 因藤・幸田 平井・和田
（Ｔ’ｓ ｃｌｕｂ・一球一打会） （竹の子・日野市民） （竹の子・T's　club） （アシニス・東宝調布）

60歳 65歳 70歳

篠・今井 長島・河野 斎藤・惣福
(高松ローン・富士見台) （神崎・東宝調布） (神崎・多摩桜ケ丘)

　　　　　東京レディーステニス大会 歴代優勝者
              　　　　　　　　　　 (年齢別オープンダブルス大会)
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▼東京ﾚﾃﾞｨｰｽﾃﾆｽ大会(2012年より支部ダブルス(年齢別)と年齢別オープンを一緒にしました。)
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オープン 45歳 50歳 55歳  

菊地・丸山 佐野・高見澤 田村・佐藤 石川・渡辺
（Ｔ’ｓ ｃｌｕｂ） （T's　club・アシニス） （Ｔ’ｓ ｃｌｕｂ・一球一打会） （プラネット）

60歳 65歳 70歳

本郷・加藤 勝山・出店 中野・金田一
(東宝調布) （スマイル） (富士見台・武蔵野ローン)

オープン 45歳 50歳 55歳  

丸山・稲熊 大竹・奧山 雨川・岡部 鈴木・御代
（Ｔ’ｓ ｃｌｕｂ・一球一打会） （一球一打会・クレスト） （高松ローン・お茶会） （プラネット）

60歳 65歳 70歳

鳴嶋・髙橋 大村・出店 勝山・大川
（立川TC・ビッグファイト） （高松ローン・スマイル） （スマイル）

オープン 45歳 50歳 55歳  

高橋・高木 大竹・奧山 内山・安藤 雨川・岡部
（高松ローン・プレシャス） （一球一打会・クレスト） （立川TC・エヴァグリーン） （高松ローン・お茶会）

60歳 65歳 70歳

岡本・新井 榎木・今井
（ベアーズ・西が丘） （富士見台）

オープン 45歳 50歳 55歳  

60歳 65歳 70歳

オープン 45歳 50歳 55歳  

60歳 65歳 70歳

オープン 45歳 50歳 55歳  

60歳 65歳 70歳

オープン 45歳 50歳 55歳  

60歳 65歳 70歳

オープン 45歳 50歳 55歳  

60歳 65歳 70歳

オープン 45歳 50歳 55歳  

60歳 65歳 70歳
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　　　　　東京レディーステニス大会 歴代優勝者
              　　　　　　　　　　 (年齢別オープンダブルス大会)


