
回数 監督 Nｏ．１ Nｏ．２ Nｏ．３
第１回 勢　濃　敏　子 山　口　文　枝 豊　岡　悦　子
S５４ 熊　木　香代子 井　波　純　子 武　藤　恭　子
第２回 山　口　文　枝 笹　川　はるみ 小　橋　洋　美
S５５ 伊　吹　不二子 堀　川　良　子 坂　根　久美子
第３回 大　谷　弘　恵 坂　根　久美子 小　橋　洋　美
S５６ 栗　山　明　子 堀　川　良　子 杉　本　睦　子
第４回 熊　木　香代子 大　谷　弘　恵 武　藤　恭　子
S５７ 山　口　文　枝 栗　山　明　子 中　野　多賀子
第５回 堀　井　安　子 熊　木　香代子 武　藤　恭　子
S５８ 小　柴　た　み 山　口　文　枝 中　野　多賀子
第６回 堀　井　安　子 堀　川　良　子 持　留　寿　江
S５９ 小　柴　た　み 栗　山　明　子 方　折　万里子
第７回 熊　木　香代子 小　杉　輝　子 持　留　寿　江
S６０ 山　口　文　枝 阿　部　幸　子 方　折　万里子
第８回 西　本　栄　子 野　替　順　子 山　本　順　子
S６１ 高　桑　直　子 神　戸　みさを 栗　山　明　子
第９回 持　留　寿　江 山　本　順　子 小　柴　た　み
S６２ 方　折　万里子 土　田　真由美 西　本　栄　子

第１０回 小　柴　た　み 栗　山　明　子 八ッ橋　幸　代
S６３ 福　本　初　枝 土　田　真由美 在　江　時　子

第１１回 山　本　順　子 小　杉　輝　子 神　戸　みさを
H１ 西　本　栄　子 竹　田　暢　子 林　　　眞喜子

第１２回 神　戸　みさを 四十九　典　子 林　　　眞喜子
H２ 福　本　初　枝 伏　喜　庸　子 田　畑　恵　子

第１３回 八ッ橋　幸　代 堀　川　良　子 竹　田　暢　子
H３ 榊　　　成　子 野　替　順　子 森　尻　ふみ子

第１４回 熊　木　香代子 竹　田　暢　子 小　山　えり子
H４ 八ッ橋　幸　代 福　本　初　枝 武蔵川　純　子

第１５回 河　野　雅　子 田　畑　恵　子 岡　　　辰　枝
H５ 小　林　順　子 森　尻　ふみ子 小　山　えり子

第１６回 河　野　雅　子 最　上　久美子 熊　木　香代子 田　畑　恵　子
H６ ＊ベスト８入賞 林　　　眞喜子 小　柴　た　み 森　尻　ふみ子

第１７回 小　林　順　子 池　田　昭　子 阿　部　利　江
H７ 河　野　雅　子 田　村　清　美 伏　喜　庸　子

第１８回 小　林　順　子 長谷川　ルリ子 橋　本　好　江
H８ 河　野　雅　子 吉　田　美津子 山　本　千香子

第１９回 長谷川　ルリ子 面　屋　恵美子 二　川　とみえ
H９ 山　本　千香子 池　田　昭　子 田　村　清　美

第２０回 八ッ橋　幸　代 福　本　初　枝 伏　喜　庸　子
H１０ 笹　田　節　子 小　柴　た　み 奥　田　　　恵

第２１回 福　本　初　枝 八ッ橋　幸　代 長谷川　ルリ子
H１１ 小　柴　た　み 笹　田　節　子 得　地　美津子

第２２回 佐　渡　照　代 田　村　清　美 北　　　美　枝
H１２ 越　　　直　子 川　原　孝　子 山　崎　美由紀

第２３回 北　　　美　枝 佐　渡　照　代 米　島　敦　子
H１３ 山　崎　美由紀 越　　　直　子 浦　　　和　子

第２４回 得　地　美津子 水　尾　美穂子 中　川　真貴子
H１４ 高　橋　好　江 南　部　加数子 高　野　里　美

第２５回 山　崎　美由紀 佐　渡　照　代 米　島　敦　子
H１５ 北　　　美　枝 森　　　奈緒実 浦　　　和　子

第２６回 ＿＿＿＿ 窪　田　真寿美 中　川　真貴子 前　田　小由理
H１６ 高　橋　好　江 高　野　里　美 森　　　奈緒実

第２７回 ＿＿＿＿ 中　川　真貴子 前　田　小由理 奥　田　　　恵
H１７ 高　野　里　美 窪　田　真寿美 本　田　知可子

第２８回 ＿＿＿＿ 杉　原　庸　子 岡　本　妙　子 宮　本　三枝子
H１８ 前　田　小由理 谷　　　光　子 本　田　知可子

第２９回 藤　谷　裕　子 宮　本　三枝子 森　　　真　里
H１９ 杉　原　庸　子 水　上　和　代 森　　　奈緒実

第３０回 宮　本　三枝子 山　木　葉　子 植　田　かをり
H２０ 杉　原　庸　子 毛　呂　博　美 藤　谷　裕　子
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回数 監督 Nｏ．１ Nｏ．２ Nｏ．３
第３１回 山　木　葉　子 米　島　敦　子 荒　谷　美　雪
H２１ 毛　呂　博　美 田　子　由美子 藤　谷　裕　子

第３２回 山　木　葉　子 飛弾野  朋　子 米　沢　恵美子
H２２ 毛　呂　博　美 水　上　和　代 吉　井　詩　子

第３３回 得　地　美津子 米　沢　恵美子 池　田　有　美
H２３ 水　上　和　代 吉　井　詩　子 森　田　浩　美

第３４回 水　間　佳　子 米　沢　恵美子 池　田　有　美
H２４ 京　田　裕　子 吉　井　詩　子 森　田　浩　美

第３５回 飛弾野  朋　子 福　井　真　澄 島  　　喜代美
H２５ 森　　　真　里 村　田　あゆみ 山　﨑　英吏子

第３６回 植　田　かをり 島  　　喜代美 金  岡  良  美
H２６ 杉　原　庸　子 山　﨑　英吏子 吉　田　賀世子

第３７回 植　田　かをり 山　木　葉　子 島  　　喜代美
H２７ 杉　原　庸　子 毛　呂　博　美 山　﨑　英吏子

第３８回 吉　村　美　咲 山　木　葉　子 前　田　小由理
H２８ 元　村　めぐみ 毛　呂　博　美 阿　閉　一　美

第３９回 山　木　葉　子 村　田　あゆみ 小　川　梨　佳
H２９ 毛　呂　博　美 福　井　真　澄 岩　脇　暢　子

第４０回 元　村　めぐみ 山　口　直　美 金  岡  良  美
H３０ 小　川　梨　佳 森　田　浩　美 吉　田　賀世子

第４１回 藤　塚　美　咲 島  　　喜代美 宮　腰　いずみ
R元年 小　川　梨　佳 山　﨑　英吏子 村　中　雅　子

第４２回
R２年

第４３回 宮　腰　いずみ 荒　谷　美　雪 金  岡  良  美
R３年 村　中　雅　子 石　崎　美知恵 吉　田　賀世子

第４４回 村　田　あゆみ 宮　腰　いずみ 石　崎　美知恵
R４年 池　田　有　美 村　中　雅　子 堀　井　　　愛

山　木　葉　子

全国レディーステニス全国決勝大会出場者

高　橋　好　江

八ツ橋　幸　代

八ツ橋　幸　代

八ツ橋　幸　代

山　木　葉　子

鈴　木　千香子

八ツ橋　幸　代

八ツ橋　幸　代

山　木　葉　子

八ツ橋　幸　代

毛　呂　博　美

派　遣　無　し

八ツ橋　幸　代



年　度
平成30年 　林 眞 喜 子〔 グリーンテニス 〕

2018 　小 柴 た み〔 グリーンテニス 〕

令和元年 酒 井 茂 美〔 FFボニータ 〕
2019 松 田 敏 子〔 JSS富山 〕

令和2年

2020

令和3年 塚 島 智 里〔 Team Wish 〕
2021 松　田　佐和子〔 Team Wish 〕

令和4年 田　子　由美子〔 mok.mok 〕
2022 飛弾野　朋　子〔 JSS富山 〕
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ソニー生命カップ　ベテラーノ
歴代優勝者
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