
氏名 所属 氏名 所属

1 昭和56年度 1981年 笠井　⻑門 フリー 加藤　良夫 フリー ― ―

2 昭和57年度 1982年 北川　尚⼈ フリー 篠崎　龍雄 フリー ― ―

3 昭和58年度 1983年 松本　康夫 フリー 加藤　良夫 CKTC ― ―

4 昭和59年度 1984年 松本　康夫 フリー 加藤　良夫 CKTC ― ―

5 昭和60年度 1985年 加藤　良夫 ｶｻｲTC 田中　稔 ｶｻｲTC ― ―

6 昭和61年度 1986年 根本　清 タクティクス 加藤　吉郎 タクティクス ― ―

7 昭和62年度 1987年 渡邊　茂 ⻄岡TF 松本　康夫 ⻄岡TF ― ―

8 昭和63年度 1988年 根本　清 ⻄岡TF 打田　智弥 ⻄岡TF ― ―

9 平成1年度 1989年 望月　潤 中京大 打田　智弥 ⻄岡TF ― ―

10 平成2年度 1990年 村上　実 あじさいTC 室伏　邦⼈ あじさいTC ― ―

11 平成3年度 1991年 根本　清 ⻄岡TF 打田　智弥 ⻄岡TF ― ―

12 平成4年度 1992年 根本　清 ⻄岡TF 打田　智弥 ⻄岡TF ― ―

13 平成5年度 1993年 根本　清 ⻄岡TF 打田　智弥 ⻄岡TF ― ―

14 平成6年度 1994年 楠⼾　健太 フリー 福田　⻯次 フリー ― ―

15 平成7年度 1995年 森　和彦 ⻄岡TF 前田　卓志 ⻄岡TF ― ―

16 平成8年度 1996年 宮川　正夫 HI-MUKS 片岡　裕治 HI-MUKS ― ―

17 平成9年度 1997年 酒井　春彦 豊田MID 田中　英雄 テックTT vol.2-3
　�click

18 平成10年度 1998年 森　和彦 ⻄岡TF 渡邊　茂 ⻄岡TF vol.5-2
　�click

19 平成11年度 1999年 花井　浩司 ﾚｸﾞﾙｽ 丸田　倫裕 ﾚｸﾞﾙｽ vol.8-2
　�click

20 平成12年度 2000年 落合　 ⼀憲 テニス村 紀平　裕介 テニス村 vol.11-4
　�click

21 平成13年度 2001年 宮川　正夫 HI-MUKS 片岡　裕治 HI-MUKS 20Anniv
　�click

22 平成14年度 2002年 森　和彦 ⻄岡TF 前田　卓志 ⻄岡TF vol.17-7
　�click
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23 平成15年度 2003年 片岡　裕治 HI-MUKS 宮川　正夫 HI-MUKS vol.20-6
　�click

24 平成16年度 2004年 ⻘井　芳裕 ﾁｰﾑｽﾌﾟﾗｯｼｭ 田口　博之 ﾁｰﾑｽﾌﾟﾗｯｼｭ vol.23-8
　�click

25 平成17年度 2005年 大間　俊⼀郎 三菱⾃動⾞名製 伴野　公彦 三菱⾃動⾞名製
vol.26-7
　�click

26 平成18年度 2006年 加藤　智之 フリー 日尾野　裕 ⻄岡TF vol.29-7
　�click

27 平成19年度 2007年 片岡　裕治 HI-MUKS 宮川　正夫 HI-MUKS vol.32-4
　�click

28 平成20年度 2008年 井上　雅之 フリー 藤井　賢亮 フリー vol.35-5
　�click

29 平成21年度 2009年 山本　貴統 フリー 日尾野　裕 ラブウィンＴＣ vol.38-6
　�click

30 平成22年度 2010年 渕脇　和也 チアフルダックス 高部　翼 ラブウィンＴＣ vol.41-6
　�click

31 平成23年度 2011年 大間　俊⼀郎 三菱⾃動⾞名製 山本　貴統 フリー
vol.44-2
　�click
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32 平成24年度 2012年 清⽔　俊⾏ ﾚｸﾞﾙｽ 安田　峻治 ﾚｸﾞﾙｽ vol.46-6
　�click

33 平成25年度 2013年 樫　孝英  チーム・スプラッシュ 今井　隆雪  チーム・スプラッシュ
vol.49-7
　�click

34 平成26年度 2014年 今井　隆雪  チーム・スプラッシュ 樫　孝英  チーム・スプラッシュ
vol.52-5
　�click

35 平成27年度 2015年 須賀　隆司 Team-F・S 大野　慎也 Team-F・S vol.55-3
　�click

36 平成28年度 2016年 鈴⽊　隆之  硬庭ぺんぎん 福澤　拓⾺  硬庭ぺんぎん vol.58-4
　�click

37 平成29年度 2017年 中島　正敏 Fore☆Star ⽊村　好克 フリー vol.61-4
　�click

39 平成30年度 2018年 高⽊　明良 ｱｲｼﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 川上　⻯司 ｱｲｼﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
vol.64-5
　�click

40 令和1年度 2019年 門園　達郎 三菱⾃動⾞名古屋 大間　俊⼀郎 三菱⾃動⾞名古屋
vol.67-7
　�click

41 令和2年度 2020年 宮本　司 FRI 高橋　識成 FRI vol.69-9
　�click
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氏名 所属 氏名 所属

1 昭和56年度 1981年 大橋　慶子 ﾏﾝﾃﾞｰTC 吉村　裕子 ﾏﾝﾃﾞｰTC ― ―

2 昭和57年度 1982年 松下　洋子 星ヶ丘 中山　ひとみ 星ヶ丘 ― ―

3 昭和58年度 1983年 吉田　郁子 名古屋GTC ⼩⾦丸　倫子 KTC ― ―

4 昭和59年度 1984年 安田　恭子 ﾀｸﾃｨｸｽ 久保　真喜子 ｽｻﾊﾞｲﾊﾞﾙｽﾞ ― ―

5 昭和60年度 1985年 笠井　廸子 ｶｻｲTC 吉田　郁子 ｶｻｲTC ― ―

6 昭和61年度 1986年 安田　恭子 ﾀｸﾃｨｸｽ 伊藤　さえ ﾀｸﾃｨｸｽ ― ―

7 昭和62年度 1987年 出口　美江子 JWB 須合 ABCD ― ―

8 昭和63年度 1988年 渡辺　育子 YHTC 服部　恵美子 YHTC ― ―

9 平成1年度 1989年 河合　幸子 けやき 田中　しのぶ けやき ― ―

10 平成2年度 1990年 河合　幸子 けやき 出口　美江子 AITC ― ―

11 平成3年度 1991年 河合　幸子 けやき 渡辺　育子 YHTC ― ―

12 平成4年度 1992年 河合　幸子 けやき 渡辺　育子 YHTC ― ―

13 平成5年度 1993年 遠藤　公子 ﾎﾟｹｯﾄ 杉野　洋子 ﾎﾟｹｯﾄ ― ―

14 平成6年度 1994年 犬塚　生枝 ⻄岡TF 鈴⽊　みゆき ⻄岡TF ― ―

15 平成7年度 1995年 ⻘⽊　敬映子 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 河上　妙子 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ ― ―

16 平成8年度 1996年 森　久美 ⻄岡TF ⻄岡　正子 コートジェスターズ ― ―

17 平成9年度 1997年 森　久美 ⻄岡TF ⻄岡　正子 コートジェスターズ
vol.2-3
　�click

18 平成10年度 1998年 冨岡　波江 TET 茂呂　裕子 ｱﾌﾟﾘｺｯﾄ vol.5-3
　�click

19 平成11年度 1999年 因幡　啓子 MITC 横川　久留美 TET vol.8-3
　�click

20 平成12年度 2000年 平松　時子 コートジェスターズ ⼩出　恵子 POF vol.11-4
　�click
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21 平成13年度 2001年 ⼩出　恵子 POF 河合　幸子 ｱﾝﾄﾞﾛﾒﾀﾞ 20Anniv
　�click

22 平成14年度 2002年 平松　時子 コートジェスターズ 高橋  真由美 コートジェスターズ
vol.17-8
　�click

23 平成15年度 2003年 ⼩出　恵子 POF 河合  幸子 ｱﾝﾄﾞﾛﾒﾀﾞ vol.20-8
　�click

24 平成16年度 2004年 ⼩出　恵子 POF 河合  幸子 ｱﾝﾄﾞﾛﾒﾀﾞ vol.23-9
　�click

25 平成17年度 2005年 山田　明美 TET 大島  由佳 TET vol.26-7
　�click

26 平成18年度 2006年 冨岡　波江 TET 河上  妙子 Ｉ．Ｔ．Ｔ vol.29-7
　�click

27 平成19年度 2007年 ⼩笠原　千代子 Hn'b 林　久美子 Hn'b vol.32-4
　�click

28 平成20年度 2008年 白川　智子 キューブ 柏本 清佳 コートジェスターズ
vol.35-5
　�click
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29 平成21年度 2009年 加藤　淳子 TET 河上 妙子 Ｉ．Ｔ．Ｔ vol.38-6
　�click

30 平成22年度 2010年 福岡　茜 チアフルダックス 伊東 真理絵 チアフルダックス
vol.41-7
　�click

31 平成23年度 2011年 冨岡　波江 TET 吉⾒  裕子 Ｉ．Ｔ．Ｔ vol.44-3
　�click

32 平成24年度 2012年 原田　沙知 フリー 桑原  諒子 Smash Potato
vol.46-7
　�click

33 平成25年度 2013年 荒川　慶 名古屋GTC 安部  奈保 ジーク vol.49-7
　�click

34 平成26年度 2014年 冨岡　波江 TET 本田  友希 チームA.C.K vol.52-6
　�click

35 平成27年度 2015年 難波　記子 ﾊﾆｰﾋﾞｰﾝｽﾞ 高井  祥子 ﾊﾆｰﾋﾞｰﾝｽﾞ vol.55-4
　�click

36 平成28年度 2016年 難波  記子 ﾊﾆｰﾋﾞｰﾝｽﾞ 高井  祥子 ﾊﾆｰﾋﾞｰﾝｽﾞ vol.58-5
　�click
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37 平成29年度 2017年 湯口  かよ子 ｺｰﾄｼﾞｪｽﾀｰｽﾞ 澤田  あゆみ ﾁｰﾑG&A vol.61-5
　�click

39 平成30年度 2018年 安藤  美奈 ﾁｱﾌﾙﾀﾞｯｸｽ ⻘山  恵子 TET vol.64-6
　�click

40 令和1年度 2019年 柴口  清佳 ﾃﾆｽ村 山﨑  有加 RAIN vol.67-8
　�click

41 令和2年度 2020年 ⻘山  恵子 TET ⼩渡  ちなみ つくしんぼ vol.69-9
　�click
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