
大会回数

S31 （1956） 第1回 片山 ・ 山崎 （岡山・大日本紡績常盤工場）

32 （1957） 第2回 山河 ・ 小西 （岡山・大日本紡績常盤工場）

33 （1958） 第3回 金子 ・ 小柳 （東京・長瀬ゴム）

34 （1959） 第4回 柳原 ・ 右近 （広島・東方金属KK）

35 （1960） 第5回 磯部 ・ 神和住 （東京・墨田クラブ/方南小学校）

36 （1961） 第6回 安田 ・ 根岸 （東京・長瀬ゴム）

37 （1962） 第7回 小沢 ・ 椎名 （東京・長瀬ゴム）

38 （1963） 第8回 山田 ・ 右近 （広島・電電中国）

39 （1964） 第9回 山田 ・ 右近 （広島・電電中国）

40 （1965） 第10回 山田 ・ 右近 （広島・電電中国）

41 （1966） 第11回 鈴木 ・ 椎名 （東京・安田生命保険/河崎ラケット）

42 （1967） 第12回 木田 ・ 井上 （学連・松陰女子学院高OG）

43 （1968） 第13回 佐々井 ・ 八田 （広島・電電中国）

44 （1969） 第14回 川西 ・ 木俣 （学連・日本体育大）

45 （1970） 第15回 浅井 ・ 井上 （学連・松陰学院大）

46 （1971） 第16回 浅井 ・ 井上 （学連・松陰学院大）

47 （1972） 第17回 宮崎 ・ 永尾 （学連・日本体育大）

48 （1973） 第18回 田島 ・ 田端 （東京・長瀬ゴム）

49 （1974） 第19回 古閑 ・ 秋山 （広島・電電中国）

50 （1975） 第20回 森川 ・ 植 （学連・東京女子体育大）

51 （1976） 第21回 森川 ・ 植 （埼玉・河崎ラケット）

52 （1977） 第22回 森川 ・ 石橋 （埼玉・河崎ラケット）

53 （1978） 第23回 田端 ・ 井上 （東京・長瀬ゴム）

54 （1979） 第24回 文違 ・ 糸賀 （東京・長瀬ゴム）

55 （1980） 第25回 文違 ・ 糸賀 （東京・長瀬ゴム）

56 （1981） 第26回 文違 ・ 糸賀 （東京・長瀬ゴム）

57 （1982） 第27回 井沢 ・ 西田 （兵庫・東芝姫路）

58 （1983） 第28回 文違 ・ 日比野 （東京・長瀬ゴム）

59 （1984） 第29回 山田 ・ 木本 （兵庫・東芝姫路）

60 （1985） 第30回 山田 ・ 西田 （兵庫・東芝姫路）

61 （1986） 第31回 桜井 ・ 塩崎 （東京・長瀬ゴム）

62 （1987） 第32回 宗盛 ・ 干場 （東京・ナガセケンコー）

63 （1988） 第33回 桜井 ・ 塩崎 （東京・ナガセケンコー）

Ｈ1 （1989） 第34回 桜井 ・ 塩崎 （東京・ナガセケンコー）

2 （1990） 第35回 宗盛 ・ 塩崎 （東京・ナガセケンコー）

3 （1991） 第36回 川口 ・ 定本 （兵庫・東芝姫路）

4 （1992） 第37回 川口 ・ 定本 （兵庫・東芝姫路）

5 （1993） 第38回 佐橋 ・ 井本 （兵庫・東芝姫路） 八木三絵 （学連・青山学院大）

6 （1994） 第39回 熊野 ・ 砂本 （兵庫・東芝姫路） 尾崎真弓 （京都・京都中央信用金庫）

7 （1995） 第40回 後藤 ・ 井本 （兵庫・東芝姫路）

8 （1996） 第41回 高橋 ・ 古澤 （東京・ナガセケンコー）

9 （1997） 第42回 石川 ・ 古澤 （東京・ナガセケンコー）

10 （1998） 第43回 上沢 ・ 古澤 （東京・ナガセケンコー）

11 （1999） 第44回 砂本 ・ 宮地 （兵庫・東芝姫路）

12 （2000） 第45回 水上 ・ 八谷 （広島・ＮＴＴ西日本広島） 河野加奈子 （東京・ナガセケンコー）

13 （2001） 第46回 東 ・ 粟村 （神奈川・東芝テスコ） 辻　美和 （兵庫・東芝姫路）

14 （2002） 第47回 東 ・ 粟村 （神奈川・東芝テスコ） 辻　美和 （兵庫・東芝姫路）

15 （2003） 第48回 金 ・ 濱田 （富山・タカギセイコー） 河野加奈子 （東京・ナガセケンコー）

16 （2004） 第49回 渡邉 ・ 堀越 （広島・ＮＴＴ西日本広島） 辻　美和 （兵庫・東芝姫路）

17 （2005） 第50回 渡邉 ・ 堀越 （広島・ＮＴＴ西日本広島） 八城優子 （東京・ヨネックス）

H18 （2006） 第51回 玉泉 ・ 上嶋 （兵庫・東芝姫路） 辻　美和 （兵庫・東芝姫路）

19 （2007） 第52回 逢野 ・ 濱中
（香川・NTTドコモ四国/

広島・広島女子商クラブ）
熊谷浩子 （広島・ＮＴＴ西日本広島）

20 （2008） 第53回 佐々木 ・ 堀越 （広島・ＮＴＴ西日本広島） 八城優子 （東京・ヨネックス）

21 （2009） 第54回 髙橋 ・ 中村 （山口・山口体育協会） 柴﨑由佳 （兵庫・東芝姫路）

22 （2010） 第55回 佐々木 ・ 大庭 （広島・ＮＴＴ西日本広島） 水松彩華 （学連・日本体育大）

23 （2011） 第56回

24 （2012） 第57回 杉本 ・ 森原 （兵庫・東芝姫路） 平久保安純 （高体連・和歌山信愛高）

25 （2013） 第58回 深澤 ・ 宮下 （兵庫・東芝姫路） 尾上胡桃 （高体連・鈴峯女子高）

26 （2014） 第59回 森田 ・ 山下 （東京・ヨネックス） 大庭彩加 （広島・ＮＴＴ西日本広島）

27 （2015） 第60回 中川 ・ 阿部 （東京・ナガセケンコー） 平久保安純 （学連・早稲田大）

28 （2016） 第61回 柿崎 ・ 黑木 （東京・ヨネックス） 貝瀬ほのか （高体連・和歌山信愛高）

29 （2017） 第62回 高橋 ・ 半谷 （広島・どんぐり北広島） 小谷菜津美 （福島・ダンロップ）

30 （2018） 第63回 高橋 ・ 半谷 （広島・どんぐり北広島） 尾上胡桃 （学連・日本体育大学）

31 （2019） 第64回 林田 ・ 宮下 （東京・東京女子体育大学/明治大学） 尾上胡桃 （東京・日体桜友会）

R2 （2020） 第65回

R3 （2021） 第66回 徳川 ・ 黒木 （東京・ヨネックス） 尾上胡桃 （東京・日体桜友会）

R4 （2022） 第67回 高橋 ・ 半谷 （広島・どんぐり北広島） 早川日向 （東京・ナガセケンコー）

R5 （2023） 第68回 ・

全日本女子選抜ソフトテニス大会歴代優勝者　一覧表
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年数 シングルス

東日本大震災の為中止

ダブルス



29 （2017） 第1回 内本 ・ 星野 （学連・早稲田大学） 長江光一 （広島・ＮＴＴ西日本広島）

30 （2018） 第2回 上岡 ・ 上松 （学連・同志社大学/早稲田大学） 船水颯人 （学連・早稲田大学）

31 （2019） 第3回 林田 ・ 柴田 （東京・ヨネックス） 船水颯人 （東京・ヨネックス）

R2 （2020） 第4回

R3 （2021） 第5回 船水 ・ 上松 （東京・稲門クラブ） 上岡俊介 （学連・同志社大学）

R4 （2022） 第6回 内本 ・ 内田 （広島・NTT西日本） 広岡　宙 （広島・NTT西日本）

R5 （2023） 第7回 ・

全日本男子選抜ソフトテニス大会歴代優勝者　一覧表

新型コロナウィルス流行の為中止


