
回 開催地

前多 禧久雄 ＫＬＴＣ 大林　哲夫 ＴＬＴＣ
瀬戸　正子 ＫＬＴＣ 梶谷　順子 ＴＬＴＣ

前多 禧久雄 ＫＬＴＣ 高瀬　　平 金沢大学
瀬戸　正子 ＫＬＴＣ 安藤　和子 金沢大学

前多 禧久雄 前多商店 大田　英夫 小松病院
瀬戸　正子 澁谷工業 水野　節子 金城専門

松村　信雄 ＫＬＴＡ 中一　兼三 ＫＬＴＣ
松村 恵美子 ＫＬＴＡ 澁谷　　信 ＫＬＴＣ
大林　哲夫 ＫＬＴＣ 加藤　寿夫 ＴＬＴＣ
大林　成子 ＫＬＴＣ 針田　広子 ＴＬＴＣ
横山　良治 ＫＬＴＡ 大林　哲夫 ＴＬＴＣ

馬替 紀美子 ＫＬＴＡ 大林　成子 ＴＬＴＣ
野崎　拓哉 北陸銀行 長島　　徹 帝人小松

谷田 恵美子 ＴＬＫＣ 馬替 紀美子 澁谷工業
河口　広志 新潟ク 田村　伸也 早稲田大学
小山　栄子 日本女子大学 井上　　省 柿崎ク
安間　保行 福井ク 河口　広志 柿崎ク
金津 タカ子 東洋紡 井上　　省 柿崎ク
野崎　拓哉 ＴＬＴＣ 横山　良治 ＫＬＴＣ
針田　広子 ＴＬＴＣ 米村　恵子 ＫＬＴＣ
山元　政明 ＴＬＴＣ 井口　勝夫 柿崎ク

谷田 恵美子 ＴＬＴＣ 立川　和子 柿崎ク
三村　　明 Ｍグリーン 小松　高志 松本庭球協会
玉村　明美 笠原病院 内川 小百合 松本庭球協会
井口　勝夫 柿崎ク 鳥越　定雄 新潟大学
桐生　和子 柿崎ク 丸山　恵子 新潟大学
横山　良治 菫ヶ丘ＴＣ 山本　昌毅 ニシナガ商会
吉田　洋子 福井庭球協会 室谷　藤乃 キャモンＴＣ
山本　昌毅 キャモンＴＣ 山元　政明 池多ＴＣ
室谷　藤乃 キャモンＴＣ 藤繩 祐紀恵 武内ＬＴＣ
山本　昌毅 キャモンＴＣ 小泉 日出幸 新潟ＬＴＣ
室谷　藤乃 キャモンＴＣ 高橋　政子 アディダスＴＣ
横手　正道 美浜ＴＣ 加藤　和史 広撚ＴＣ
熊谷　佳子 美浜ＴＣ 竹内 東代子 広撚ＴＣ

新井 湯太郎 鵠沼ガーデン 高尾　幸男 ＴＭＣ
岩沢 真紀子 鎌倉ＧＴＣ 臼井　孝子 白鴎女子短大
上野　和男 菫ヶ丘ＴＣ 岩見　　亮 いせはらＴＣ
田辺　麻子 ロータスＴＣ 橘　真智子 福井ＲＴＣ
橋爪　宏幸 ナイスク 中村　博敏 上武大学
知脇　俊江 ルネッサンス 五十嵐 祥子 ゼネラルＬ
楠　　志郎 武内ＬＴＣ 上吉原　宏 宇都宮ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ

最上 久美子 武内ＬＴＣ 臼井　孝子 宇都宮ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ

上吉原　宏 ナマイＴＳ 西海　幸頼 ＦＩＴ
臼井　孝子 ナマイＴＳ 桑原　悦子 三条ﾌｧﾐﾘｰＴＣ
西海　幸頼 シバタＲＴＣ 楠　　志郎 武内ＬＴＣ
桑原　悦子 三条ﾌｧﾐﾘｰＴＣ 最上 久美子 武内ＬＴＣ

最上 久美子 武内ＬＴＣ 渡辺　優香 ミタカＴＣ
楠　　志郎 武内ＬＴＣ 若山　　靖 ミタカＴＣ

最上 久美子 武内ＬＴＣ 田辺　麻子 カクタスＴＣ
楠　　志郎 武内ＬＴＣ 滝　優一郎 北国銀行ＴＣ
磯野　　環 東京幼年体振 毛利 小百合 フクイＲＴＣ

久々湊 健治 池多ＴＣ 秋山　勝之 フクイＲＴＣ
浜中　恵里 ひばりヶ丘新登ＴＣ 中本　映子 リコー
浜中　豊治 ひばりヶ丘新登ＴＣ 前田　瑞晴 リコー

混合ダブルス 歴代優勝者
年　　度 優　勝　者 ス　コ　ア 準 優 勝 者

金沢

金沢

金沢

金沢

金沢

6-3 3-6 6-2

富山1962

1963 （ 昭和３８年 ）

（ 昭和３７年 ）

（ 昭和３９年 ）

1965 （ 昭和４０年 ）

1964

）

1967 （ 昭和４２年 ）

1966 昭和４１年

1-6 6-4

1969 （ 昭和４４年 ） 6-2 7-5

1968 （ 昭和４３年 ） 6-2金沢

金沢

6-2

1971 （ 昭和４６年 ） 6-3 6-1

1970 （ 昭和４５年 ） 6-1富山

福井

1973 （ 昭和４８年 ） 6-4 6-4

1972 （ 昭和４７年 ） 8-7柿崎

金沢

6-3

1975 （ 昭和５０年 ） 7-6 6-3

1974 （ 昭和４９年 ） 7-5富山

福井

6-4

1977 （ 昭和５２年 ） 6-2 6-2

1976 （ 昭和５１年 ） 6-1松本

柿崎

6-3 7-5

1979 （ 昭和５４年 ） 8-4

1978 （ 昭和５３年 ） 4-6金沢

金沢

1981 （ 昭和５６年 ） 8-0

1980 （ 昭和５５年 ） 8-3金沢

福井

1983 （ 昭和５８年 ） 6-1 6-2

1982 （ 昭和５７年 ） 長野

福井

中　　止

6-3

1985 （ 昭和６０年 ） 1-6 6-2 6-2

1984 （ 昭和５９年 ） 6-2松本

金沢

6-4

1987 （ 昭和６２年 ） 6-4 7-5

1986 （ 昭和６１年 ） 6-1富山

新潟

6-3

1989 （ 平成元年 ） 6-1 6-2

1988 （ 昭和６３年 ） 7-6福井

松本

7-6 6-0

1991 （ 平成３年 ） 6-1 6-3

1990 （ 平成２年 ） 2-6辰口

富山

2-6新潟 7-5

1993 （ 平成５年 ）

1992 （

6-1 6-8 6-4

4-6 6-1 7-5

5

記　録　不　明

記　録　不　明

記　録　不　明6
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平 成 ５ 年 度 以 後 は 混 合 ダ ブ ル ス 開 催 中 止
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平成４年 ） 7-5


