東海毎日ベテラン歴代優勝者
第1回(昭和23年) 第2回(昭和24年) 第3回(昭和25年) 第4回(昭和26年) 第5回(昭和27年) 第6回(昭和28年) 第7回(昭和29年)
壮年男子S 羽根 皓 (名古屋LTC) 渡辺仲一 (名古屋LTC) 羽根 皓 (名古屋LTC) 渡辺仲一 (名古屋LTC) 森野 亮 (名古屋LTC) 森野 亮 (名古屋LTC) 志波八郎 (モンサント)
柏木
(名古屋LTC) 羽根 皓 (名古屋LTC) 羽根 皓 (名古屋LTC) 塩田淳逸 (名古屋LTC) 塩田淳逸 (名古屋LTC) 塩田淳逸 (名古屋LTC) 堀越春雄 (中モズTC)
壮年男子D
塩田淳逸 (名古屋LTC) 塩田淳逸 (名古屋LTC) 塩田淳逸 (名古屋LTC) 渡辺仲一 (名古屋LTC) 森野 亮 (名古屋LTC) 喜多村 (名古屋LTC) 石井千蔵 (中モズTC)
第8回(昭和30年) 第9回(昭和31年) 第10回(昭和32年) 第11回(昭和33年) 第12回(昭和34年) 第13回(昭和35年) 第14回(昭和36年)
壮年男子S 志波八郎 (モンサント) 渡辺仲一 (名古屋LTC) 志波八郎 (三重LTC) 志波八郎 (モンサント) 志波八郎 (モンサント) 志波八郎 (モンサント) 安岡 要 (住友軽金属)
大西
(東洋紡) 塩田淳逸 (名古屋LTC) 志波八郎 (三重LTC) 高木正忠 (名古屋LTC) 服部
(松坂屋) 御木本隆三 (東京LTC) 高木正忠 (名古屋LTC)
壮年男子D
竹中
(東洋紡) 渡辺仲一 (名古屋LTC) 大西
(三重LTC) 渡辺仲一 (名古屋LTC) 中野文照 (松坂屋) 鵜原謙三 (朝日庭球C) 安岡 要 (住友軽金属)
第15回(昭和37年) 第16回(昭和38年) 第17回(昭和39年) 第18回(昭和40年) 第19回(昭和41年) 第20回(昭和42年) 第21回(昭和43年)
壮年男子S 安岡 要 (住友軽金属) 安岡 要 (住友軽金属) 志波八郎 (名古屋LTC) 松下邦二 (名古屋LTC) 高木正忠 (名古屋LTC) 志波八郎 (四日市LTC) 堀 蓉一郎 (芦屋LTC)
志波八郎 (モンサント) 高木正忠 (名古屋LTC) 高木正忠 (名古屋LTC) 松下邦二 (名古屋LTC) 松下邦二 (名古屋LTC) 後藤末雄 (名古屋LTC) 岩田新太郎 (岐阜LTC)
壮年男子D
内田信夫 (大協石油) 安岡 要 (住友軽金属) 志波八郎 (名古屋LTC) 後藤末雄 (名古屋LTC) 後藤末雄 (名古屋LTC) 松下邦二 (名古屋LTC) 堀 蓉一郎 (芦屋LTC)
第22回(昭和44年) 第23回(昭和45年) 第24回(昭和46年) 第25回(昭和47年) 第26回(昭和48年) 第27回(昭和49年) 第28回(昭和50年)
壮年男子S 岩田新太郎 (岐阜LTC) 岩田新太郎 (岐阜LTC) 岩田新太郎 (岐阜LTC) 岩田新太郎 (岐阜LTC) 岩田新太郎 (岐阜LTC) 岩田新太郎 (岐阜LTC) 岩田新太郎 (岐阜LTC)
中野文照 (名古屋LTC) 岩田新太郎 (岐阜LTC) 加藤五八郎 (名古屋LTC)
後藤末雄 (名古屋LTC) 後藤末雄 (名古屋LTC) 後藤末雄 (名古屋LTC)
壮年男子D
加藤五八郎 (名古屋LTC) 加藤五八郎 (名古屋LTC) 後藤末雄 (名古屋LTC)
加藤五八郎 (名古屋LTC) 松下邦二 (名古屋LTC) 松下邦二 (名古屋LTC)
老壮男子S
志波八郎 (四日市LTC) 高木正忠 (名古屋LTC) 須崎晃典 (愛知TC) 須崎晃典 (名古屋LTC)
志波八郎 (四日市LTC) 高木正忠 (名古屋LTC) 後藤末雄 (名古屋LTC) 後藤末雄 (名古屋LTC)
老壮男子D
内田信夫 (大協石油) 藤井甲子郎 (名古屋LTC) 松下邦二 (名古屋LTC) 松下邦二 (名古屋LTC)
第29回(昭和51年) 第30回(昭和52年) 第31回(昭和53年) 第32回(昭和54年) 第33回(昭和55年) 第34回(昭和56年) 第35回(昭和57年)
壮年男子S 中野文照 (名古屋GTC) 中野文照 (名古屋GTC) 中野文照 (名古屋GTC) 岩田新太郎 (岐阜LTC) 三橋正置 (岐阜LTC) 三橋正置 (中部電力) 太原正蔵 (武蔵野LTC)
後藤末雄 (名古屋LTC) 井口信也 (東海GrTC) 中野文照 (名古屋GTC) 坂井田元三郎 (岐阜LTC) 坂井田元三郎 (岐阜LTC) 星屋 進 (岐阜LTC) 坂井田元三郎 (岐阜LTC)
壮年男子D
松下邦二 (名古屋LTC) 伊藤文雄 (東海GrTC) 鮒谷清司 (名古屋GTC) 星屋 進 (岐阜LTC) 星屋 進 (岐阜LTC) 坂井田元三郎 (岐阜LTC) 星屋 進 (岐阜LTC)
老壮男子S 須崎晃典 (名古屋LTC) 須崎晃典 (名古屋LTC) 岩田新太郎 (長良川TC) 須崎晃典 (名古屋LTC) 岩田新太郎 (長良川TC)
後藤末雄 (名古屋LTC) 高木正忠 (名古屋LTC) 後藤末雄 (名古屋LTC) 後藤末雄 (名古屋LTC)
老壮男子D
松下邦二 (名古屋LTC) 須崎晃典 (名古屋LTC) 加藤五八郎 (名古屋LTC) 加藤五八郎 (名古屋LTC)

東海毎日ベテラン歴代優勝者
第36回(昭和58年) 第37回(昭和59年) 第38回(昭和60年) 第39回(昭和61年) 第40回(昭和62年) 第41回(昭和63年) 第42回(平成元年)
35歳以上男子S
40歳以上男子S
45歳以上男子S 外山智康 (明治神宮外苑TC) 小西一三 (名古屋MID) 小西一三 (名古屋MID) 小西一三 (名古屋MID) 村本茂樹 (ラスタットTC) 高田博紀 (阪神テニスショップ) 辻 正明 (鎌倉宮LTC)
50歳以上男子S
松木 淳 (香炉園TC) 太原正蔵 (中原TC) 三橋正置 (岐阜LTC) 藤原堅三 (ヤオスポーツ) 藤原堅三 (ヤオスポーツ)
55歳以上男子S 岩田新太郎 (長良川TC) 江崎久郎 (京都国際LTC) 重川和久 (明治神宮外苑TC) 岩田新太郎 (長良川TC) 星屋 進 (岐阜LTC) 江崎久郎 (京都国際LTC) 星屋 進 (岐阜LTC)
60歳以上男子S
65歳以上男子S
70歳以上男子S
75歳以上男子S
80歳以上男子S
85歳以上男子S
35歳以上男子D
40歳以上男子D
立石
(サンフィールTC) 小西一三 (名古屋MID) 小西一三 (名古屋MID) 小西一三 (名古屋MID) 吉田正志 (岡崎LTC) 為藤
(天王寺TC) 神川弘隆 ( H L T C )
45歳以上男子D
長田
(明治神宮外苑TC) 広瀬 均 (ひろせTS) 高橋
(空港TC) 高橋
(空港TC) 山本外喜夫 (パシフィックTC) 高田博紀 (阪神テニスショップ) 山本外喜夫 (パシフィックTC)
坂井田元三郎 (岐阜LTC) 浅野
(石神井TC) 正木
(名古屋LTC) 坂井田元三郎 (岐阜LTC) 阿久津元秀 (明治神宮外苑TC)
50歳以上男子D
星屋 進 (岐阜LTC) 太原正蔵 (中原TC) 守住
(名古屋LTC) 三橋正置 (岐阜LTC) 矢野龍晴 (明治神宮外苑TC)
岩田新太郎 (長良川TC) 江崎久郎 (京都国際LTC) 渋川
(池の浦TS) 渋川
(池の浦TS) 星屋 進 (岐阜LTC) 星屋 進 (岐阜LTC) 星屋 進 (岐阜LTC)
55歳以上男子D
加藤五八郎 (名古屋LTC) 渋川
(池の浦TS) 江崎久郎 (京都国際LTC)江崎久郎 (京都国際LTC) 宮本
(ホワイトウッドTC) 宮本庄一 (ホワイトウッドTC) 宮本庄一 (ホワイトウッドTC)
加藤五八郎 (名古屋LTC) 太田
(岡山LTC) 江崎久郎 (京都国際LTC)
60歳以上男子D
伊藤
(名古屋LTC) 佐々木 (岡山LTC) 隅田 保 (京都国際LTC)
65歳以上男子D
70歳以上男子D
75歳以上男子D
80歳以上男子D
35歳以上女子S
40歳以上女子S 山本栄子 (名古屋LTC) 横野久美子 (ミナトTC) 沼 幸子 (成城GP) 沼 幸子 (成城GP) 川出静代 (いもづる会) 酒向陽子 (岐阜GrTC) 酒向陽子 (岐阜GrTC)
45歳以上女子S
宮崎加代子 (名古屋LTC) 河内道子 (森林ロングウッドTC) 沼 幸子 (成城GP) 沼 幸子 (成城GrTC)
50歳以上女子S
55歳以上女子S
60歳以上女子S
65歳以上女子S
70歳以上女子S
75歳以上女子S
80歳以上女子S
35歳以上女子D
宮城静代 (日本経済TC) 横野久美子 (ミナトTC) 沼 幸子 (成城GP) 沼 幸子 (成城GP) 横江
(ミナトTC) 田中佐和 (宝塚GrTC) 田中佐和 (甲子園TC)
40歳以上女子D
三舟裕子 (明治神宮外苑TC) 川井
(鶴園TC) 遠藤朝子 (成城GP) 遠藤朝子 (成城GP) 渡辺
(ミナトTC) 足立
(宝塚GrTC) 稲継加代子 (一庫GTC)
松野
(中央プラザTC) 山本
(名古屋LTC) 沼 幸子 (成城GP) 伊藤寿美子 (大阪国際LTC)
45歳以上女子D
後藤
(中央プラザTC) 遠山
(名古屋LTC) 遠藤朝子 (成城GP) 嶋田輝子 (ダイヤモンドTC)
中村
(大阪国際LTC) 小原
中村
(大阪国際LTC) 柴山和子 (笠松GrTC) 柴山和子 (笠松GrTC) 柴山和子 (笠松GrTC) 沼 幸子 (成城GP)
50歳以上女子D
小原
(大阪国際LTC) 中村
畑中
(名古屋GTC) 長島千鶴子 (名古屋LTC) 長島千鶴子 (名古屋LTC) 長島千鶴子 (名古屋LTC) 遠藤朝子 (成城GP)
55歳以上女子D
60歳以上女子D
65歳以上女子D
70歳以上女子D
75歳以上女子D

東海毎日ベテラン歴代優勝者
第43回(平成2年) 第44回(平成3年) 第45回(平成4年) 第46回(平成5年) 第47回(平成6年) 第48回(平成7年) 第49回(平成8年)
35歳以上男子S
松原博文 (岐阜GrTC) 竹下友基 (江坂GTC) 清水宏幸 (池の浦TG) 服部 靖 (三和TS) 宮尾英俊 (名鉄熱田の森) 和田隆夫 (名古屋MID)
40歳以上男子S
45歳以上男子S 辻 正明 (鎌倉宮LTC) 亀山久光 (パブリック宝が池) 辻 正明 (鎌倉宮LTC) 郡司東男 (金子GTA) 八賀 隆 (日本電装) 森口彰久 (森口TS) 原田勝敏 (三菱自動車工業)
50歳以上男子S 高橋龍夫 (萩庭会) 西村和素 (鎌倉LTC) 伊沢 明 (警友病院) 高田博紀 (阪神テニスショップ) 伊沢 明 (明治神宮外苑TC) 松田克典 (東レ国際) 野村嘉人 (岐阜LTC)
55歳以上男子S 星屋 進 (岐阜LTC) 太原正蔵 (中原TC) 川端正志 (カワバタTC) 川端正志 (カワバタTC) 小西一三 (名古屋MID) 藤原堅三 (ヤオスポーツ) 藤原堅三 (ヤオスポーツ)
60歳以上男子S
渋川 魏 (千葉NTSP) 星屋 進 (岐阜LTC) 森田 徹 (ウッディTC) 高瀬健二 (みゆきTC) 太原正蔵 (中原TC)
65歳以上男子S
矢沢肇雄 (フォレストTC) 矢沢肇雄 (フォレストTC)
70歳以上男子S
75歳以上男子S
80歳以上男子S
85歳以上男子S
35歳以上男子D
40歳以上男子D
安藤経世 (神戸LTC) 亀山久光 (パブリック宝が池) 田代晴宣 (明治神宮外苑TC) 松田克典 (岡崎LTC) 田代晴宣 (明治神宮外苑TC) 田代晴宣 (明治神宮外苑TC) 松本典正 (パシフィックTC)
45歳以上男子D
奥村廸雄 (宝塚LTC) 奥田 豊 (パブリック宝が池) 辻 正明 (鎌倉宮LTC) 吉田正志 (岡崎LTC) 菊地正彦 (日本原子力研究所) 菊地正彦 (日本原子力研究所) 上田 昇 (サンデーTC)
高橋龍夫 (萩庭会) 中川素義 (中川TC) 高田博紀 (阪神テニスショップ) 西村和素 (鎌倉LTC)
神川弘隆 (豊橋スーパーT) 田代晴宣 (明治神宮外苑TC)
50歳以上男子D
中川素義 (中川TC) 西村和素 (鎌倉LTC) 安藤経世 (ラケットハウスシード) 武田武三郎 (今治TC)
河 文珠 (三重GrTC) 松田克典 (東レ岡崎)
星屋 進 (岐阜LTC) 星屋 進 (岐阜LTC) 太原正蔵 (中原TC) 辻田裕司 (桜台TC) 辻田裕司 (桜台TC) 高田博紀 (阪神テニスショップ) 高田博紀 (阪神テニスショップ)
55歳以上男子D
坂井田元三郎 (岐阜LTC) 坂井田元三郎 (岐阜LTC) 佐藤明彦 (中原TC) 松崎哲夫 (横浜スポーツマン) 松崎哲夫 (久建築事務所) 藤原堅三 (ヤオスポーツ) 藤原堅三 (ヤオスポーツ)
坂井田元三郎 (岐阜LTC) 太原正蔵 (中原TC)
60歳以上男子D
三橋正置 (岐阜LTC) 佐藤明彦 (中原TC)
佐々木一郎 (岡山LTC) 田口富也 (岡崎LTC) 田口富也 (岡崎LTC) 田口富也 (岡崎LTC) 江崎久郎 (京都国際LTC)
矢沢肇雄 (フォレストTC)
65歳以上男子D
田口富也 (岡崎LTC) 隅田 保 (日置TC) 隅田 保 (日置TC) 加藤五八郎 (名古屋LTC) 渋川 宏 (池の浦TS)
高 二三夫 (鎌倉宮LTC)
70歳以上男子D
75歳以上男子D
80歳以上男子D
35歳以上女子S
40歳以上女子S 酒向陽子 (岐阜GrTC) 酒向陽子 (岐阜GrTC) 土屋章子 (バルブランシュTC) 阿二康子 (三ツ木TC) 柿本すみ子 (パーシモン) 柿本すみ子 (パーシモン) 工藤桂子 (三戸フリーTC)
45歳以上女子S 鷲見美恵子 (サントリーTC) 中島裕子 (武蔵野LTC) 北村紀美子 (三ツ木TC) 酒向陽子 (岐阜GrTC) 酒向陽子 (岐阜GrTC) 江沢好美 (マントミTC) 細川まり子 (アスクGTC)
50歳以上女子S 豊島貞子 (そごう広島TC) 沼 幸子 (成城GP) 沼 幸子 (成城GP) 河内恵己子 (大阪国際LTC) 沼 幸子 (成城GP) 久保田誓子 (新日鉄穴生) 沼 幸子 (成城GP)
55歳以上女子S
河内恵己子 (大阪国際LTC) 林 良子 (明治神宮外苑TC) 林 良子 (明治神宮外苑TC)
60歳以上女子S
65歳以上女子S
70歳以上女子S
75歳以上女子S
80歳以上女子S
35歳以上女子D
田中佐和 (SC住之江) 田中佐和 (SC住之江) 尾林恵子 (ロイヤルTC) 石川純子 (枚方フィーバー) 鈴木洋子 (ウィンビレッジTC) 中村直子 (スポーツプラザ) 黒田君枝 (デュポーム神戸)
40歳以上女子D
川出静代 (いもづる会) 谷 恵子 (エレガンス) 山下喜子 (ロイヤルTC) 黒田君枝 (egg TC) 柿本すみ子 (パーシモン) 浜田経子 (白光TC) 中村秀香 (藤尾TC)
吉岡加代 (中央林間TC) 大森悦子 (三井GTC) 鷲見美恵子 (サントリー戸塚TC) 川上信子 (ブレンドウッドRC) 広坂万里子 (鷹之台TC) 広坂万里子 (鷹之台TC) 広坂万里子 (鷹之台TC)
45歳以上女子D
鷲見美恵子 (サントリーTC) 柴田多美子 (江坂GTC) 吉岡加代 (中央林間TC) 江沢好美 (カワバタTC) 江沢好美 (マントミTC) 江沢好美 (マントミTC) 江沢好美 (マントミTC)
植木清美 (中央プラザTC) 沼 幸子 (成城GP) 沼 幸子 (成城GP) 植木清美 (中央プラザTC) 鈴木正枝 (取手中央TC)
沼 幸子 (成城GP)
50歳以上女子D
大江久美子 (名古屋LTC) 遠藤朝子 (成城GP) 遠藤朝子 (成城GP) 山本順子 (磯部GrTC) 三宅美津子 (SIIスポーツプラザ)
久保田哲子 (新日鉄穴生)
柴山和子 (笠松GrTC) 長島千鶴子 (名古屋LTC) 伊勢直子 (池田LTC) 馬渕喜代子 (名古屋LTC) 田渕昭子 (タチバナTC) 植木清美 (中央プラザTC) 田渕昭子 (タチバナTC)
55歳以上女子D
長島千鶴子 (名古屋LTC) 柴山和子 (笠松GrTC) 安野節子 (名古屋LTC) 畑中英江 (名古屋GTC) 河内恵己子 (大阪国際LTC) 前田紀代子 (岡山LTC) 二之宮恵子 (相模原GTC)
60歳以上女子D
65歳以上女子D
70歳以上女子D
75歳以上女子D

東海毎日ベテラン歴代優勝者
第50回(平成9年) 第51回(平成10年) 第52回(平成11年) 第53回(平成12年) 第54回(平成13年) 第55回(平成14年) 第56回(平成15年)
35歳以上男子S 千頭政己 (チェリーTC) 千頭政己 (チェリーTC) 千頭政己 (チェリーTC) 山崎昌生 (デンソー) 西村昌晃 (ヴァルブランシェTC) 西村昌晃 (ヴァルブランシェTC) 西村昌晃 (ヴァルブランシェTC)
40歳以上男子S 和田隆夫 (和田SC) 和田隆夫 (和田SC) 長澤しんじ (一宮GrTC) 和田隆夫 (和田SC) 和田隆夫 (和田SC) 清水 渉 (パブリックTイングランド) 川村裕和 (トヨタ自動車)
45歳以上男子S 麦 富栄 (サントリー戸塚) 上田 昇 (東郷製作所) 米沢知一 (泉ヶ丘TC) 小川 敏 (デンソー) 田中英二 (三和TS) 和田隆夫 (和田SC) 田中英二 (三和TS)
50歳以上男子S 田代晴宣 (明治神宮外苑TC) 八賀 隆 (デンソー) 黒沢豊作 (ラポームあすなろRC) 塩見芳彦 (サンデーTA) 麦 富栄 (サントリーG戸塚) 高尾幸男 (あかぎTC) 麦 富栄 (サントリーG戸塚)
55歳以上男子S 広瀬 均 (ひろせTS) 広瀬 均 (ひろせTS) 高田博紀 (阪神テニスショップ) 生井幹夫 (栃木健康7) 増子隆哉 (鎌倉LTC) 太田傀一 (岡山LTC) 竹下友基 (大林TG光明池)
60歳以上男子S 川端正志 (カワバタTC) 藤原堅三 (ヤオスポーツ) 小西一三 (名古屋LTC) 小西一三 (名古屋LTC) 高田博紀 (阪神テニスショップ) 瀬村絋一 (ワカヤマTC) 瀬村絋一 (ワカヤマTC)
65歳以上男子S 星屋 進 (岐阜LTC) 星屋 進 (岐阜LTC) 宮地邦雄 (大林TP) 植田謙吉 (千葉県協会) 木村康彦 (川越インドア) 藤原堅三 (ヤオスポーツ) 中村靖之助 (南千里テニスの会)
70歳以上男子S 岩田孝真 (岐阜LTC) 川内道雄 (藤沢太平台TC) 矢沢肇雄 (フォレストTC) 高 二三夫 (鎌倉宮LTC) 瀬口辰夫 (我孫子TC) 星屋 進 (岐阜LTC) 徳弘晴輝 (高 知 一 宮 TC)
75歳以上男子S
村上 博 (三島サンデーTC)
80歳以上男子S
85歳以上男子S
鈴木 肇 (東名吉田GTC) 原 俊清 (
) 黒田良昭 (ヴァルブランシェTC) 上間康隆 (湘南TC) 西村昌晃 (ヴァルブランシェTC)
35歳以上男子D
高柳雅人 (マインドサンTC) 上間康隆 (
) 西村昌晃 (ヴァルブランシェTC) 原 俊清 (湘南TC) 箕口貴也 (ヴァルブランシェTC)
須藤 亨 (川越RTC) 前田瑞晴 (リコーTC) 飯岡兼一 (夢見ヶ崎TC) 堀江史朗 (大林TG光明池)
40歳以上男子D
吉原秀樹 (山中湖庭球7) 安藤正臣 (日本テレビ) 奥山 誠 (夢見ヶ崎TC) 鈴木光弘 (大林TG光明池)
中林秀敏 (愛三工業) 中林秀敏 (愛三工業) 右田映雄 (熊本TC)
大島俊計 ( A A A ) 木元典弘 (仁丹TC芦屋) 小川 敏 (デンソー)
45歳以上男子D
宮川正夫 (名古屋GTC) 宮川正夫 (名古屋GTC) 東田忠洋 (熊本TC)
藤森茂樹 (サニーサイドアップ) 稲葉浩三 (仁丹TC芦屋) 木下嘉夫 (カクテル企画)
田代晴宣 (明治神宮外苑TC)
布野高志 (和泉TC) 塩見芳彦 (サンデーTA) 上田 昇 (東郷製作所) 福田 正 ( O J M ) 高橋俊明 (泉パークタウンTC)
50歳以上男子D
菊地正彦 (原研東海TC)
足立良博 (サントリーTG) 黒沢豊作 (ラポームあすなろRC) 八賀 隆 (デンソー) 難波江 学 ( O J M ) 麦 富栄 (サントリーTG戸塚)
高田博紀 (阪神テニスショップ) 広瀬 均 (ひろせTS) 安藤経世 (ラケットハウスシード) 生井幹夫 (栃木健康7) 秋山政行 (リック西奈TC) 秋山政行 (リック西奈TC) 竹下友基 (大林TG光明池)
55歳以上男子D
安藤経世 (ラケットハウスシード) 小西一三 (名古屋LTC) 高田博紀 (阪神テニスショップ) 安藤経世 (ラケットハウスシード) 山本 厳 (静清信用組合) 山本 厳 (静清信用組合) 福田 正 (大林TG光明池)
森田 徹 (ウッディTC) 向高祐寿 (小田急藤沢TG) 滝口 勝 (三菱化学) 前田忠明 (鎌倉LTC) 高田敬也 (フレックスタイム) 佐藤久和 (JR東日本東京) 瀬村絋一 (ワカヤマTC)
60歳以上男子D
向高祐寿 (小田急藤沢TG) 森田 徹 (ウッディTC) 井口 勝夫 (アピアインドア) 西村信男 (高井戸ダイヤモンド) 高田博紀 (阪神テニスショップ) 松浦 紀 (ミタカTC) 安藤経世 (ラケットハウスシード)
矢沢肇雄 (フォレストTC) 矢沢肇雄 (フォレストTC) 星屋 進 (岐阜LTC) 森田 徹 (ウッディTC) 佐藤昭彦 (ライトTC) 中村靖之助 (MBロイヤル) 向高祐寿 (小田急藤沢)
65歳以上男子D
高 二三夫 (鎌倉宮LTC) 高 二三夫 (鎌倉宮LTC) 坂井田元三郎 (岐阜LTC) 細尾光伸 (夢見ヶ崎TC) 太原正蔵 (ライトTC) 松浦 督 (大阪国際LTC) 藤原堅三 (ヤオスポーツ)
伊藤謙哉 (東伏見TC) 入船満夫 (BIWA TC) 伊藤謙哉 (石神井LTC) 小野敏男 (前橋LTC) 小野敏男 (前橋LTC)
70歳以上男子D
今野丈雄 (GTC須玉) 西村富雄 (東レ瀬田) 渡井 亘 (アンナバンTC) 川口温弘 (泉パークタウンTC) 川口温弘 (泉パークタウンTC)
村上 博 (三島サンデー)
75歳以上男子D
岩田孝貞 (岐阜LTC)
80歳以上男子D
35歳以上女子S
40歳以上女子S 工藤桂子 (三戸フリーTC) 工藤桂子 (三戸フリーTC) 幅 明美 (川崎重工) 幅 明美 (川崎重工) 花房るり子 (ガーデンGrTC) 花房るり子 (ガーデンGrTC) 花房るり子 (ガーデンGrTC)
45歳以上女子S 細川まり子 (アスクGTC) 細川まり子 (アスクGTC) 岩崎利子 (栃木健康7) 工藤桂子 (三戸フリーTC) 黒田君枝 (デュポーム神戸) 渋谷美恵子 (デュポーム神戸) 小泉幸枝 (デュポーム神戸)
50歳以上女子S 江沢好美 (マントミTC) 酒向陽子 (岐阜GrTC) 川出しずよ (エンジェルTC) 江沢好美 (マントミTC) 細川まり子 (アスクGrTC) 細川まり子 (アスクGrTC) 岩田祐加子 (テニスプラザYAO)
55歳以上女子S 山本順子 (富山県協会) 沼 幸子 (成城GP) 沼 幸子 (成城GP) 小川加代子 (横浜スポーツマン) 江沢好美 (マントミTC) 江沢好美 (マントミTC) 池田栄子 (甲子園TC)
60歳以上女子S 林 良子 (明治神宮外苑TC) 林 良子 (明治神宮外苑TC) 河内恵己子 (大阪国際LTC) 森山紀代美 (八千代LTC) 石原ミヨ子 (百草TC) 河内恵己子 (大阪国際LTC) 久保田哲子 (新日鉄穴生)
65歳以上女子S
村松敏子 (江戸川台TC)
70歳以上女子S
75歳以上女子S
80歳以上女子S
35歳以上女子D
山口真弓 (中央プラザTC) 山口真弓 (中央プラザTC) 山口真弓 (中央プラザTC) 友口明美 (チームウエンズ) 小泉幸枝 (フリー) 中島律子 (R POINT) 花房るり子 (ガーデンGrTC)
40歳以上女子D
山田朱美 (エンジェルTC) 山田朱美 (エンジェルTC) 山田朱美 (エンジェルTC) 北山万梨子 (見晴TC) 中島律子 (SIISP) 小泉幸枝 (デュポーム神戸) 幅 明美 (川崎重工)
山蔦ちか子 (京都ロイヤルTC) 林 恵子 (四ノ宮TC) 住 アツ子 (岐阜庭球7) 杉井富美枝 (枚方フィーバー) 黒田君枝 (デュポーム神戸) 小田真弓 (中央プラザTC) 山口真弓 (中央プラザTC)
45歳以上女子D
林 恵子 (四ノ宮TC) 山蔦ちか子 (京都ロイヤルTC) 中渡登志子 (池の浦TG) 石川純子 (枚方フィーバー) 秋本晶子 (ウエストGrTC) 山田朱美 (エンジェルTC) 山田朱美 (エンジェルTC)
江沢好美 (マントミTC) 江沢好美 (マントミTC) 川上好子 (関町LTC) 田中みや子 (名古屋LTC) 沼尻啓子 (江戸川台TC) 松山秀子 ( S P T C ) 黒田君枝 (デュポーム神戸)
50歳以上女子D
広坂万里子 (鷹之台TC) 広坂万里子 (鷹之台TC) 槍田真紀子 (関町LTC) 水野美子 (名古屋LTC) 足立江津子 (阪神テニスショップ) 小倉正美 ( S P T C ) 岩田祐加子 (テニスプラザYAO)
植木清美 (中央プラザTC) 手塚美智子 (明治神宮外苑TC) 山本順子 (富山県協会) 藤枝佳子 (ウィンビレッジTC) 川上信子 (フレンドWP) 江沢好美 (マントミTC) 藤沢和子 (大阪国際LTC)
55歳以上女子D
山本順子 (富山県協会) 西室清美 (宮崎台TC) 植木清美 (中央プラザTC) 小川加代子 (横浜スポーツマン) 江沢好美 (マントミTC) 川上信子 (ブレンドウッドTC) 及野真利子 (横浜インターナショナル)
小林サヨ (沼津ロイヤルTC) 鈴木美子 (東名GrTC) 林 良子 (明治神宮外苑TC) 梅井貞子 (大阪国際LTC) 河内英弥子 (富士見丘LTC) 植木清美 (ナウシカTC) 植木清美 (ナウシカTC)
60歳以上女子D
井上文枝 (多摩LTC) 小林サヨ (パピーTC) 小林サヨ (パピーTC) 魚住益江 (芦屋国際LTC) 森山紀代美 (八千代LTC) 山本順子 (富山県協会) 山本順子 (富山県協会)
坂本菊子 (宮崎台TC) 石原ミヨ子 (笹川NTC) 藤岡広子 (香炉園TC)
65歳以上女子D
松岡允江 (明治神宮外苑TC) 田村りつ子 (東急嶮山TC) 小林サヨ (パピーTC)
70歳以上女子D
75歳以上女子D

東海毎日ベテラン歴代優勝者
第57回(平成16年) 第58回(平成17年) 第 59回 (平 成 18年 ) 第60回(平成19年)第61回(平成20年) 第62回(平成21年) 第63回(平成22年)
35歳以上男子S 西村昌晃 (ヴァルブランシェTC) 西村昌晃 (ヴァルブランシェTC) 中本九邦 (ダイハツ工業) 宮下龍一郎 (TAスワベ) 生川仁司 (熱田の森文化C) 中島 隆 (SCアクトス) 中島 隆 (SCアクトス)
40歳以上男子S 川村裕和 (トヨタ自動車)
西村昌晃 (ヴァルブランシェTC) 西村昌晃 (ヴァルブランシェTC) 家高秀紀 (垂水GrTC) 西村昌晃 (ヴァルブランシェTC) 佐々木 博 (ルーセント奈良)
45歳以上男子S 田中栄次 (三和TS) 田中栄次 (三和TS) 千頭政己 (チェリーTC) 千頭政己 (チェリーTC) 村松正嗣 (江戸川台TC) 村松正嗣 (江戸川台TC) 田中英雄 (竜美丘TC)
50歳以上男子S 麦 富栄 (サントリーTG戸塚) 井上則行 (日本航空) 渡辺正宏 ( 寒 川 L T C ) 木下嘉夫 (カクテル企画) 中西明仁 (エーエヌ企画) 宮崎 雅 (カトレヤ鴻巣) 山田哲司 (イースタンTC)
55歳以上男子S 内藤義雄 (横浜GTC) 上田 昇 (東郷製作所) 麦 富栄 (サントリーTG戸塚) 高尾幸男 (あかぎTC) 屋代春幸 (モリタ企画) 屋代春幸 (モリタ企画) 屋代春幸 (モリタテニス企画)
60歳以上男子S 宮城 淳 (三菱養和会) 瀬村絋一 (ワカヤマTC) 高田博紀 (阪神テニスショップ) 高西 賢 (千里丘TC) 内藤義雄 (横浜ガーデン) 高西 賢 (奈良国際TC) 上田 昇 (東郷製作所)
65歳以上男子S 藤原堅三 (ヤオスポーツ) 広瀬 均 (ひろせTS) 森田 徹 ( 川 崎 T C ) 福永 崇 (ecole-f) 瀬村絋一 (ワカヤマTS) 佐藤久和 (ナマイTS) 渡邉奉昭 (芦屋国際LTC)
70歳以上男子S 徳弘晴輝 (高知一宮TC) 森田 徹 (ウッディTC) 椎木得臣 (袖 ヶ 浦 TC)藤原堅三 (ヤオスポーツ) 藤原堅三 (ヤオスポーツ) 小西一三 (名古屋LTC) 小西一三 (名古屋LTC)
75歳以上男子S 村上 博 (三島サンデーTC) 伊藤暢英 (オレンジヒルTC)
川崎速男 (ミネルヴァTC) 徳弘晴輝 (高知一宮TC) 森田 徹 (川崎TC) 徳弘晴輝 (高知一宮TC)
80歳以上男子S
85歳以上男子S
平野 剛 (鎌倉LTC) 片山英司 (アイTC) 片山英司 (アイTC) 片山英司 (アイTC)
35歳以上男子D
寺田憲太郎 (松戸市協会) 宮下龍一郎 (TAスワベ) 宮下龍一郎 (TAスワベ) 宮下龍一郎 (TAスワベ)
奥山 誠 (ケンウッドTC) 照元満男 (日本スポーツ振興) 岩城吉夫 (明治ファミリーTC) 加藤 進 (名古屋LTC) 平野 剛 (鎌倉LTC) 中本九邦 (ダイハツ工業) 石田一哉 (ルーセント奈良)
40歳以上男子D
飯岡兼一 (夢見ヶ崎TC) 前田瑞晴 (リコー) 平井 豊 (Yours Kobe 05) 加納隆之 (名古屋LTC) 寺田憲太郎 (松戸市協会) 金原明範 (土山‘S) 佐々木 博 (ルーセント奈良)
鈴木英文 (チェリーTC) 千頭政己 (チェリーTC) 千頭政己 (チェリーTC) 土橋直樹 (飯能LTC) 加藤哲夫 (グランドスラム) 横山 悟 (ファミリーDTC) 原薗裕之 (アイTC)
45歳以上男子D
千頭政己 (チェリーTC) 中西明仁 (AN企画) 佐藤静也 ( M I - 4 ) 佐藤静也 (サンランドロイヤル) 桜井弘明 (トップラン石守) 西海幸頼 (アップルSC) 小林伸輔 (アイTC)
皆川 勉 (和泉TC) 松田光正 (ファミリーTC) 井上則行 (日本航空) 木下嘉夫 (カクテル企画) 佐藤静也 (サンランドロイヤル) 秋山郁夫 (川西市LTC) 鈴木 肇 (東名吉田GrTC)
50歳以上男子D
貝谷朝清 (夢見ヶ崎TC) 原 文雄 (豊中TC) 清水行海 (室蘭協会) 福寿 庸 (夢見ヶ崎TC) 廣岡孝通 (TEAM JANNU) 佐藤静也 (サンランドロイヤル) 海野広規 (ウンノストロベリー)
酒井秀穂 (酒井企画) 高橋俊明 (和泉パークタウンTC) 上田 昇 (東郷製作所) 上田 昇 (東郷製作所) 上田 昇 (東郷製作所) 橋本庄司 (ファミリーTC) 清水行海 (室蘭テニス協会)
55歳以上男子D
秋山政行 (リック西奈TC) 高尾幸男 (あかぎTC) 宮川正夫 (名古屋GTC) 宮川正夫 (名 古 屋 GTC)宮川正夫 (名 古 屋 GTC)難波江 学 ( O J M ) 麦 富栄 (横須賀ダイヤモンド)
猪崎 真 (マリン北村TC) 森田常樹 (モリタ企画) 佐野 健 (甲 子 園 TC)宮地昭人 (デュポーム六甲) 塩見芳彦 (横須賀ダイヤランド) 阿部欽亮 (サンランドロイヤル) 宮川正夫 (名 古 屋 GTC)
60歳以上男子D
恩智宗和 (奈良国際TC) 酒井秀穂 (酒井企画) 渡辺健一 (芦屋国際LTC) 寺田民雄 (デュポーム六甲) 内藤義雄 (横浜ガーデンTC) 石元光典 (高知スマイリング) 上田 昇 (東郷製作所)
小西一三 (名古屋LTC)
安藤経世 (ラケットハウスシード) 山本外喜夫 (豊橋スーパーT) 山本外喜夫 (豊橋スーパーT) 瀬村絋一 (ワカヤマTS) 山本外喜夫 (豊橋スーパーT)
65歳以上男子D
広瀬 均 (ひろせTS)
寺田民雄 (デュポーム神戸) 山西 傑 (パシフィックTC) 山西 傑 (パシフィックTC) 渡邉奉昭 (芦屋国際LTC) 山西 傑 (パシフィックTC)
鎌田照雄 (川西LTS) 森 成蹊 (奈良国際LTC) 広瀬 均 (ひ ろ せ TS)小杉照政 (Tダイヤモンド) 辻本 明 (奈良国際TC) 広瀬 均 (ひろせTS) 土屋善二 (チームダイヤモンド)
70歳以上男子D
千葉淳司 (CSつくばTG) 宮地邦雄 (コスパ光明池TC) 小西一三 (名古屋LTC) 土屋善二 (Tダイヤモンド) 片岡尚武 (阪急仁川TC) 小西一三 (名古屋LTC) 細川啓二朗 (高地LTC)
辻田裕司 ( 新 座 L T C ) 辻本朝男 (奈良国際TC) 佐野 健 (甲子園TC) 宮田敏男 (名古屋LTC) 森田 徹 (川崎TC)
75歳以上男子D
秋野 修 ( 静 岡 T C ) 菊川 隆 (学園前LTC) 渡辺健一 (芦屋国際LTC) 千葉淳治 (CSJつくば) 宮地邦雄 (コスパ光明池TC)
80歳以上男子D
35歳以上女子S
40歳以上女子S 粉川弘子 ( A A A ) 粉川弘子 ( A A A ) 粉川弘子 ( A A A ) 粉川弘子 ( A A A ) 粉川弘子 ( A A A ) 粉川弘子 ( A A A ) 粉川弘子 ( A A A )
45歳以上女子S 小泉幸枝 (Rond Point) 小泉幸枝 (Rond Point) 小泉幸枝 (Rond Point) 小泉幸枝 (Rond Point) 窪田奈留美 ( S P A C ) 八ツ橋幸代 (大林TS) 八ツ橋幸代 (大林TS)
50歳以上女子S 黒田君枝 (TEAM MARS) 飽浦睦子 (モリタ企画) 阿部睦子 (テニスショップNAWA) 阿部睦子 (TS NAWA) 小泉幸枝 (Rond Point) 小泉幸枝 (横須賀ダイヤランド) 小泉幸枝 (モリタテニス企画)
55歳以上女子S 酒向陽子 (岐阜GrTC) 柳川幾美 (姫路書写TC) 山下千代子 ( M M T C ) 黒田君枝 (TEAM MARS) 山下博美 (あいTC) 黒田君枝 (TEAM MARS) 渋谷美恵子 (タルミGrTC)
60歳以上女子S 冨田登喜子 (グリーンヒルTC) 藤枝俊子 (静岡TC) 池田栄子 (甲 子 園 TC)江沢好美 (マントミTC) 廣川友子 (TP YAO) 廣川友子 (TP YAO) 柳川幾美 (姫路書写TC)
65歳以上女子S 林 良子 (明治神宮外苑TC)
今井紀美子 (キャロット) 西郷隆子 (芝 園 TC)鈴木正枝 (ベルビューTC) 久保田哲子 (新日鉄穴生) 寺辺美佐子 (奈良国際TC)
70歳以上女子S
河内恵己子 (芦屋国際LTC)
75歳以上女子S
80歳以上女子S
35歳以上女子D
梅原頼子 (チアーズ) 平松時子 (南愛知TC) 春山千賀子 ( 刈 谷 T P ) 佐藤紀美 (メッツ ) 神藤幸子 (ビボーンTC) 河辺美枝 (巧庭球塾) 大島由佳 (南愛知テニスドーム)
40歳以上女子D
藤本三佐代 (チアーズ) 大島由子 (南愛知TC) 原田泰子 (マインドサン) 大庭由美 (メッツ ) 森田真季 (マインドサン) 粉川弘子 ( A A A ) 平松時子 ( Ｋ ７ )
小泉幸枝 (Rond Point)
小泉幸枝 (Rond Point) 小泉幸枝 (Rond Point) 野々村深雪 (ISHII TA) 明比敬子 (ガーデンGrTC) 梅原頼子 (鈴鹿短大)
45歳以上女子D
佐谷真理 (ミズノ)
中島律子 (JSS相模GTC) 中島律子 (JSS TA相模) 大塚由弥子 (あさかファミリー) 高田恵子 (富岡ロイヤルTC) 藤本三佐代 (チアーズ)
北沢優子 (大林TG光明池) 中村規子 (宝塚パブリックTC) 渋谷恵美子 (ユニバー神戸TC) 杉山豊子 (寒川LTC) 小泉幸枝 (Rond Point) 小泉幸枝 (横須賀ダイヤランド) 小泉幸枝 (モリタテニス企画)
50歳以上女子D
中村則子 (宝塚パブリックTC) 中渡登志子 (DYNA MITE) 中渡登志子 (DYNAMAITO) 村上佳子 (東急嶮山SG) 中山博子 (宝塚PLTC) 花房るり子 (ガーデンGrTC) 幅 明美 (川崎重工)
藤波佳子 (静岡TC) 江沢好美 (マントミTC) 水野美子 (名古屋LTC) 石川純子 (枚方フィーバー) 山下美智恵 (東急嶮山SG) 石川純子 (枚方フィーバー) 高木厚子 (フラワーTC)
55歳以上女子D
加藤喜代子 (平塚ファミリーTC) 関谷淳子 (ミタカTC) 山下千代子 ( M M T C ) 杉井富美枝 (枚方フィーバー) 山下博美 (あいTC) 杉井富美枝 (枚方フィーバー) 田中洋子 (札幌テニス協会)
奥原穂奈美 (CLOB TC) 藤波佳子 (静岡TC) 池田栄子 (甲 子 園 TC)江沢好美 (マントミTC) 藤沢和子 (TP YAO) 河合幸子 ( Ｋ ７ ) 松井文子 (名古屋LTC)
60歳以上女子D
山本順子 (富山県協会) 小川加代子 (横浜スポーツマン) 木村洋子 (モリタ企画) 鈴木正枝 (取手市民TC) 廣川友子 (TP YAO) 矢野武子 ( Ｋ ７ ) 井本豊子 (千歳テニス協会)
小林サヨ (パピーTC) 柴山和子 (長良川LTC) 清 春江 (武蔵野LTC) 南井多恵子 (江戸川台TC) 鈴木正枝 (ベルビューTC) 山本順子 (富山市協会) 渡邉慶子 (芦屋国際LTC)
65歳以上女子D
植木清美 (ナウシカTC) 長島千鶴子 (名古屋LTC) 山本順子 (富山県協会) 清 春江 (武蔵野LTC) 山本順子 (富山県協会) 松岡かよ子 (エバーGrフォレスト) 中尾和子 (芦屋国際LTC)
村松敏子 (江戸川台TC)
長島千鶴子 (名古屋LTC) 柴山和子 (長良川LTC) 柴山和子 (長良川LTC) 柴山和子 (長良川LTC) 稲垣寿恵子 (市ヶ尾LTC)
70歳以上女子D
坂本菊子 (宮前台TC)
柴山和子 (長良川LTC) 広田民子 ( 万 博 G ) 植木清美 (ホワイトウッド) 笹野啓子 (芦屋国際LTC) 古川静穂 (グリーンビレッジTC)
75歳以上女子D

東海毎日ベテラン歴代優勝者
第64回(平成23年) 第65回(平成24年)第66回(平成25年) 第67回(平成26年) 第68回(平成27年) 第69回(平成28年) 第70回(平成29年)
35歳以上男子S 宮下龍一郎 (TAスワベ) 道田 光 (T1-Cube) 北川和雅 (Tennis Platz) 岸本 歩 (西尾LTC) 本田寛和 (伊勢久) 岸本 歩 (西尾LTC)
40歳以上男子S 佐々木 博 (ルーセント奈良) 佐藤政大 (サトウGrTC) 坂本純一 (京都庭球友会) 古川正規 (名張市役所) 松枝つとむ (松枝塾) 佐藤政大 (サトウGTC)
45歳以上男子S 西村昌晃 (ヴァルブランシェ) 西村昌晃 (ヴァルブランシェTC) 西村昌晃 (ヴァルブランシェTC) 矢作 淳 (オールウエイズTC) 佐藤史高 ( J 1 T C ) 相原宜安 (カンザキ建設)
50歳以上男子S 田中英雄 (竜美丘TC) 村松正嗣 (江戸川台TC) 村松正嗣 (江戸川台TC) 村松正嗣 (江戸川台TC) 伊藤公一 (昭和四日市石油) 矢作 淳 (オールウエイズTC)
55歳以上男子S 屋代春幸 (モリタテニス企画) 田中英二 (三 和 TS) 田中英二 (三和TS) 田中英二 (三和TS) 田中英二 (三和TS) 田中英雄 (竜美丘TC)
60歳以上男子S 上田 昇 (東郷製作所) 塚本邦男 (塚 本 TC) 清水行海 (室蘭テニス協会) 清水行海 (スウィング‘89) 石田享司 ( Y S C ) 佐藤静也 (ウインザーRS)
65歳以上男子S 渡邉奉昭 (芦屋国際LTC) 寺田民雄 (アーバン六甲TC) 高西 賢 (奈良国際TC) 高西 賢 (奈良国際TC) 竹下友基 (アイTC) 竹下友基 (アイTC)
70歳以上男子S 恩智宗和 (奈良国際TC) 福永 崇 (ecole-f) 渡邉奉昭 (芦屋国際LTC) 片岡紀二 (高井戸ダイヤモンドTC) 藤堂 毅 (城北MT倶楽部) 寺田民雄 (アーバン六甲TC)
75歳以上男子S 三宅隆信 (名古屋LTC) 土屋善二 (チームダイヤモンド) 石井八洲男 (グリーンストーンズヒルズ) 土屋善二 (チームダイヤモンド) 田中正剛 (三菱重工業) 片岡紀二 (高井戸ダイヤモンド)
80歳以上男子S
徳弘晴輝 (高知一宮TC) 辻本 明 (奈良国際TC) 辻本 明 (奈良国際TC) 宮田敏男 (名古屋LTC)
85歳以上男子S
水本圭治 (第三庭球部) 水本圭治 (第三庭球部) 山本貴統 (三菱自動車) 松原茂寿 (松原庭球倶楽部) 柳澤浩一 (フリー) 大間俊一郎 (三菱自動車)
35歳以上男子D
千古哲也 (Out Break) 千古哲也 (Out Break) 北口和雅 (Tennis Platz) 杉 健次 (松原庭球倶楽部) 岸本 歩 (西尾LTC) 門園達郎 (三菱自動車)
佐々木 博 (ルーセント奈良) 佐藤政大 (サトウGrTC) 佐藤政大 (サトウGrTC) 渡辺 哲 (エリスTC) 佐藤政大 (サトウGTC) 佐藤政大 (サトウGTC)
40歳以上男子D
師玉紀章 (アイTC) 渡邉 哲 (エリスTC) 渡邉 哲 (エリスTC) 佐藤政大 (サトウGTS) 渡辺 哲 (エリスTC) 黒田貴臣 (サトウGTC)
駒田晋吾 (ヴァルブランシェTC) 三井勝彦 (アクトSC) 岡田和彦 (ダンロップ) 山下幸志 (グリーンヒル船橋) 酒井秀樹 (アシニス) 佐藤史高 ( J 1 T C )
45歳以上男子D
西村昌晃 (ヴァルブランシェTC) 松浦清春 ( M A T O O ) 宗林亮介 ( Z E R O ) 矢作 淳 (オールウエイズTC) 相田清之 (アシニス) 渡辺 大 (緑ヶ丘TG)
海野広規 (ウンノストロベリーTC) 松田比呂志 (クラレスポーツ宝塚) 松田比呂志 (カクテル企画) 三井勝彦 (アクトSC) 薮田恵士 ( K P I ) 大路 武 (阪急仁川TC)
50歳以上男子D
鈴木 肇 (東名吉田TC) 富田和義 (カクテル企画) 横溝義博 (カクテル企画) 横溝義博 (カクテル企画) 岩見 亮 (ラウダ) 桜井弘明 (トップラン石守)
秋山郁夫 (川西市LTC) 屋代春幸 (モリタテニス企画) 屋代春幸 (モリタテニス企画) 佐藤静也 (ウィンザー) 原田博司 (京王TC) 中井敏夫 (パブリック宝ヶ池)
55歳以上男子D
藤賀康徳 (エリア‘８７) 秋山郁夫 (川西市LTC) 秋山郁夫 (川西市LTC) 千頭政己 (チェリーTC) 谷本英雄 (一筆TC) 高柳剛宏 (プロバインズ)
塚本宗茂 (ナウシカTC) 川畑俊英 (チームTK) 川畑俊英 (チームTK) 川畑俊英 (チームTK) 清水行雄 (スウィング‘89) 屋代春幸 (モリタテニス企画)
60歳以上男子D
尾頭 誠 (いなげフラワーTC) 竹下友基 (ア イ TC) 麦 富栄 (横須賀ダイヤモンドTC) 麦 富栄 (横須賀ダイヤモンドTC) 藤崎英俊 (フジTC) 秋山郁夫 (ファミリーTC)
中島健智 (名古屋LTC) 寺田民雄 (アーバン六甲TC) 寺田民雄 (アーバン六甲TC) 寺田民雄 (アーバン六甲TC) 竹下友基 (アイTC) 小林 仁 (宝塚パブリックLTC)
65歳以上男子D
松田克典 (岡崎LTC) 宮地昭人 (芦屋シーサイドTC) 宮地昭人 (芦屋シーサイドTC) 宮地昭人 (芦屋シーサイドTC) 宮川正夫 (名古屋GTC) 宮地昭人 (芦屋シーサイドTC)
静 敬太朗 (芦屋国際LTC) 香川俊男 (千葉県テニス協会) 山中一彦 (結城TC) 宮崎恒雄 (名細TC) 森田常樹 (モリタ企画) 山中一彦 (結城TC)
70歳以上男子D
前田忠明 (東京LTC) 川緑 衛 (川 崎 TC) 田口正樹 (金町TC) 山中一彦 (結城TC) 奥村廸雄 (宝塚パブリックTC) 川緑 衛 (高洲TC)
勝田 茂 (サンスポーツTC) 森田 徹 (川 崎 TC) 土屋善二 (チームダイヤモンド) 勝田 茂 (サンスポーツTC) 片寄文隆 (森林ロングウッド) 松田武弘 (川西市LTC)
75歳以上男子D
向井龍義 (広 LTC) 津上孟士 (和 泉 TC) 向井龍義 (広 LTC)宮元忠昭 (天王山倶楽部) 田中正剛 (三菱重工業) 高木 修 (阪急仁川TC)
宮田敏男 (名古屋LTC) 勝田 茂 (サンスポーツTC)
80歳以上男子D
岡田 進 (ロングウッド鈴鹿) 土屋善二 (チームダイヤモンド)
35歳以上女子S 落合美弥子 ( Z W O O ) 畠山佳奈 (立 花 RC) 松岡妙子 (岐阜西TC) 磯村ひとみ (中国企業) 藤堂美佳 (ハリーズITC) 磯村ひとみ (中国企業)
40歳以上女子S 八ツ橋幸代 (大林TS) 八ツ橋幸代 (大 林 TS) 河辺美枝 (巧庭球塾) 河辺美枝 (巧庭球塾) 落合美弥子 (TS NAWA) 落合美弥子 (TS NAWA)
45歳以上女子S 小泉幸枝 (モリタテニス企画) 小泉幸枝 (モリタテニス企画) 八ツ橋幸代 (大林TS) 粉川弘子 ( A A A ) 粉川弘子 ( A A A ) 窪田奈留美 ( S P A C )
50歳以上女子S 阿部睦子 (テニスショップNAWA) 阿部睦子 (テニスショップNAWA) 小泉幸枝 (モリタテニス企画) 小泉幸枝 (モリタテニス企画) 小泉幸枝 (モリタ企画) 小泉幸枝 (モリタテニス企画)
55歳以上女子S 細川まり子 (アスクGrTC) 竹富哲子 (帝人松山テニス部) 黒田君枝 (TEAM MARS) 黒田君枝 (TEAM MARS) 渋谷美恵子 (ユニバー神戸TC) 阿部睦子 (TS NAWA)
60歳以上女子S 山下英子 (新日鉄八幡) 池田栄子 (甲子園TC) 柳川幾美 (姫路書写TC) 柳川幾美 (姫路書写TC) 中村香苗 (マイロード) 細川まり子 (アスクGrTC)
65歳以上女子S 藤田信子 (新日鉄穴生TC) 島野和子 (芦屋国際LTC) 鈴木正枝 (ベルビューTC) 久保田哲子 (新日鉄住金八幡) 森川和子 (名古屋LTC) 久保田哲子 (新日鉄住金八幡)
70歳以上女子S
沼 幸子 (明治神宮外苑TC)
75歳以上女子S
80歳以上女子S
35歳以上女子D
吉秋知美 (アルマトレーレTC) 畠山佳奈 (立 花 RC) 吉秋知美 (アルマトレーレTC) 松岡妙子 (岐阜西TC) 磯奥詞子 (Your’s KOBE 05)
40歳以上女子D
中原牧子 (一筆TC) 上野聡子 (モリタテニス企画) 宮井恵美 (上尾セントラル) 疋田慶子 (テニスショップNAWA) 北野由子 (Your’s KOBE 05)
明比敬子 (ガーデンGrTC) 大島由佳 (南愛知テニスドーム) 神藤幸子 ( Ｋ ７ ) 浜島美由紀 (ＰＩＮＴＯ ＴＣ) 落合美弥子 (TS NAWA) 牧野恵子 (サンランドロイヤルTC)
45歳以上女子D
高田恵子 (富岡ロイヤルTC) 山田明美 (南愛知テニスドーム) 森田真季 (マインドサンTC) 小笠原千代子 (諸の木TC) 小森美穂 (大野TC) 上野聡子 (モリタテニス企画)
小泉幸枝 (モリタテニス企画) 小泉幸枝 (モリタテニス企画) 八ツ橋幸代 (大林TS) 明比敬子 (ガーデンGTC) 藤本三佐代 (チアーズ) 八ツ橋幸代 (大林TS)
50歳以上女子D
幅 明美 (川崎重工) 幅 明美 (川崎重工) 藤本三佐代 (チアーズ) 高田恵子 (レインボー彩都) 八ツ橋幸代 (大林TS) 藤本三佐代 (チアーズ)
山下美智恵 (東急嶮山TC) 阿部睦子 (テニスショップNAWA) 小泉幸枝 (モリタテニス企画) 小泉幸枝 (モリタテニス企画) 小泉幸枝 (モリタ企画) 小泉幸枝 (モリタテニス企画)
55歳以上女子D
山下博美 (ISHII TA) 池上政枝 (テニスショップNAWA) 田中恵美子 (Vassie) 幅 明美 (川崎重工) 幅 明美 (川崎重工) 幅 明美 (川崎重工)
石川純子 (枚方フィーバー) 柴波栄子 (千歳テニス協会) 石川純子 (枚方フィーバー) 細川まり子 (アスクGTC) 中井佳代子 (和歌山GrTC) 中井佳代子 (和歌山GrTC)
60歳以上女子D
杉井富美枝 (枚方フィーバー) 井本豊子 (千歳テニス協会) 杉井富美枝 (枚方フィーバー) 栗田恵子 (アサヒ緑健久山) 山下美智恵 (横浜ガーデンTC) 山下美智恵 (横浜ガーデンTC)
長尾章子 (トップステイ) 森田玲子 (ｱｲﾘﾊﾞｰ‘84TR) 森田玲子 (ｱｲﾘﾊﾞｰ‘84TR) 森田玲子 (ユニバー神戸TC) 水野美子 (名古屋LTC) 細川まり子 (アスクGrTC)
65歳以上女子D
谷 恵子 (エレガンス) 安川広子 (あたごTC) 柳川幾美 (姫路書写TC) 柳川幾美 (姫路書写TC) 岩田道代 (三和TS) 栗田恵子 (杜の宮TC)
小林サヨ (富士オオトミTC) 藤田信子 (岡 垣 TC) 鈴木正枝 (ベルビューTC) 手塚美智子 (明治神宮外苑TC) 鈴木正枝 (チームダイヤモンド) 川上妙子 (関町LTC)
70歳以上女子D
古川静穂 (グリーンビレッジTC) 湯浅 幸 (ピンクパンサー) 小川加代子 (エバーグリーンTF横浜) 山本順子 (富山市協会) 渡邉慶子 (芦屋国際LTC) 川上信子 (庭球三田会)
広田民子 (万博TG) 柴山和子 (長良川LTC) 中下博子 (相模原GrTC) 松岡允江 (夢見ヶ崎LTC) 小林サヨ (富士オオトミTC) 植木清美 (ホワイトウッドTC)
75歳以上女子D
森本美江 (くにじまスポーツ) 広田民子 (万 博 TG) 八木幸子 (高井戸ダイヤモンドTC) 国廣三和子 (宮崎台TC) 塩田惺子 (芦屋国際LTC) 中沢久美子 (川西LTC)

