
回 成 績

1979 年 1 伊藤　玲子 菅原 与志子 藤井　寿子 梨木　康子 小沢　恵子 山部　紀子 同率３位

1980 年 2 荻生　倭子 武谷 千枝子 小林 由紀子 佐野　郁子 三舟　裕子 長嶋  玲子 準優勝

1981 年 3 久保　君子 阿部　黎子 長久　雪 森田　和美 神和住 静子 安藤　浩美 準優勝

1982 年 4 喜田　温子 福田　淑子 金子　千春 鈴木　初野 熊谷 婦美子 苗木　久子 ベスト８

1983 年 5 山中　信子 西村　絢子 星野　陽子 　林　 良子 広原　新子 大前　紀子 ベスト８

1984 年 6 弥寝 佳代子 青木 美寿寿 綱島　陽子 石原　ミヨ子 星野　光子 竹田　寿子 ベスト８

1985 年 7 坂本　菊江 清水 エツ子 福永　元子 惣福　君子 吉田　恵子 川村　広子

1986 年 8 太田 由利子 　臺　 時江 金城　輝子 増田　房子 古山みすず 稲葉　栄子 優勝

1987 年 9 曾雌　静枝 武田栄美子 矢野　武子 望月　初美 村上みゆき 谷中田純子 ３位

1988 年 10 山田美津恵 小林　好子 福永　元子 惣福　君子 丸岡よしえ 金井　一枝

1989 年 11 広瀬　米子 広瀬　松代 小林  好子 上田　靖子 丸岡よしえ 金井　一枝 準優勝

1990 年 12 松本　末子 平山　香雪 塩田　良子 渡辺　澄枝 松井　裕美 　鶴　　寿子

1991 年 13 松本　末子 平山　香雪 吉田　恵子 川村　広子 松尾　泰子 増田　　紫 準優勝

1992 年 14 舛野　素子 笹路　美樹 八文字 陽子 前田 久美子 槍田 真理子 山本　千華 優勝

1993 年 15 松井　裕美 　鶴　　寿子 前田　菊江 遠山 美恵子 加藤　桂子 高橋　弘子

1994 年 16 西野　房枝 後藤　京子 長島　啓子 　宮　英子 加藤　桂子 高橋　弘子 優勝

1995 年 17 橋本　豊美 平井　洋子 平間　則子 桧垣 由美子 井出  しのぶ 惣福　君子 優勝

1996 年 18 渋川　貴子 大島 ひとみ 田中　久子 奥山 美知子 松尾　智恵 白鳥　育子

1997 年 19 松尾　智恵 白鳥　育子 渋川　貴子 大島 ひとみ 近藤　理雅 角田　緑里 優勝

1998 年 20 小俣　千佳 戸谷　敦子 河田 美恵子 永沼　治子 佐野峰  よしみ 鈴木　啓子

1999 年 21 小俣　千佳 戸谷　敦子 前田　町子 石井　治子 河田 美恵子 佐藤　 環

2000 年 22 山川　  恵 雨川 あふみ 渡邊 まき枝 村田　珠美 奥山 美知子 鈴木 真理子 準優勝

2001 年 23 中野　智子 下坂 めぐみ 鈴木　啓子 富澤 富美子 中島 ちえ子 佐野　雅子 優勝

2002 年 24 鳴嶋 正枝 佐藤　環 与市園 美晴 荒川 まゆみ 善田 紫紺 西村 友子 ベスト８

2003 年 25 井上 昌美 小原 真弓 戸谷　敦子 小俣 千佳 清水 志津子 新山 綾子

2004 年 26 佐藤 千枝 大澤 浩巳 新城　　環 福田 陽子 加藤 尚子 戸野 百子 ３位

西 暦

▼2002年～2004年　「全国レディーステニス大会　協賛・ソニー生命保険」　。

▼１９７９年～２００１年　「朝日レディーステニス大会」

NO.1 NO.2 NO.3

**　全国レディーステニス大会東京都歴代代表者　**
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2005 年 27 伊藤 里美 道本 尚子 羽場 むつみ 東海林 由紀 鳴嶋 正枝 佐藤 仁美 ベスト８

2006 年 28 大竹由紀絵 吉野 美穂 鈴木 巳季 安藤 朋子 七澤 伯子 和田 貴美子

2007 年 29 大竹由紀絵 吉野 美穂 三橋 映子 粟野 祐美 善田 紫紺 荒川 まゆみ ベスト８

2008 年 30 小原 真弓 水谷 由美子 道本 尚子 伊藤 祐子 清水 志津子 三木 真美 優勝

2009 年 31 菅生　瑞代 木次　桜 土生　美知 伊藤　里美 家﨑　洋子 本郷 美智子

2010 年 32 井上 昌美 斎藤　園子 家﨑　洋子 東海林 由紀 大竹由紀絵 吉野 美穂 優勝

2011 年 33 小林　まゆみ 寺内　純子　　松村　夏江 中　容美　 村上　えい子 会津 順子 ベスト8

2012 年 34 堤  恵子 亀山 紋奈 三原 美紗子 花畑 めぐみ 土岐田 直美 野上 真弥 3位

勝原　美香 中島　有香子 岩下　江里 髙城　美恵 長澤　陽子 中尾　葉子 優勝

竹内　悦子 小田　智子 長縄　瑞代 木次　桜 平田　裕子 高見澤 昌代 16

2014 年 36 長山　洋子 鈴木　千春 瀧川　友美 神保 美保子 寺内　純子 中　容美 優勝

2015 年 37 鈴木　理沙 関東裕香里 倉掛　順子 長縄　瑞代 村上　えい子 高見澤 昌代 ベスト8

2016 年 38 鈴木　由依 本荘　舞 鈴木　理沙 高見澤　昌代 村上　えい子 細井　麻代子 3位

2017 年 39 菊地  里奈 丸山  麻衣 倉掛　順子 垂石　菜美 小暮　綾子 橋本　麻友子

2018 年 40 菊地  里奈 丸山  麻衣 倉掛　順子 垂石　菜美 稲熊　紀子 森田　かおり

2019 年 41 岡部 美樹 鈴木 郷子 丸山  麻衣 稲熊　紀子 細井　晶子 角田　咲 優勝

2020 年 42 石井 絵比 成田 早紀 高木 頌佳 高橋 葉月 小林 まゆみ 垂石 菜美

2021 年 43

2022 年 44

2023 年 45

2024 年 46

2025 年 47

2026 年 48

2027 年 49

2028 年 50

2029 年 51

2030 年 52

2031 年 53

2032 年 54

2033 年 55

2034 年 56

2035 年 57

**　全国レディーステニス大会東京都歴代代表者　**

2013 年 35

▼2005年～「ソニー生命カップ　全国レディーステニス大会」　
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