
東海総体　優勝一覧

備考

年度 開催地 団体 シングルス ダブルス 団体 シングルス ダブルス
Ｒ１ 66 静岡　花川テニスコート 四日市工（三重） 影山太星（名経大市邨） 松浦・大西（静岡市立） 四日市商（三重） 五十嵐唯愛（四日市商） 森川・山下（浜松市立）
Ｈ３０ 65 三重　霞ヶ浦・四日市ドーム 四日市工（三重） 石榑　元晴（名古屋） 石榑・高羽（名古屋） 四日市商（三重） 阿部　宏美（愛知啓成） 阿部・安井（愛知啓成）
Ｈ２９ 64 愛知　東山テニスセンター 名古屋（愛知） 田中　諒也（静岡市立） 田中・片山（静岡市立） 椙山女学園（愛知） 阿部　宏美（愛知啓成） 野々山・加藤（愛知啓成）
Ｈ２８ 63 岐阜　長良川テニスプラザ 四日市工（三重） 井平　陽大（県岐阜商） 橋川・白井（四日市工） 愛知啓成（愛知） 吉岡　希紗（四日市商） 吉岡・吉田（四日市商）
Ｈ２７ 62 静岡　花川テニスコート 四日市工（三重） 島袋　将（四日市工） 島袋・鈴木（四日市工） 椙山女学園（愛知） 宮田　みほ（名経大高蔵） 佐野・鈴木（愛知啓成）
Ｈ２６ 61 愛知　東山テニスセンター 四日市工（三重） 千頭　昇平（誉） 鈴木・島（四日市工） 名経大高蔵（愛知） 大矢　希（名経大高蔵） 林・宮田（名経大高蔵）
Ｈ２５ 60 三重　鈴鹿スポーツガーデン四日市工（三重） 古田　伊蕗（浜松市立） 太田・石山（浜松市立） 名経大高蔵（愛知） 佐野　結花（愛知啓成） 林・宮田（名経大高蔵）
Ｈ２４ 59 岐阜　長良川テニスプラザ 四日市工（三重） 長田　和典（四日市工） 後藤・長田（四日市工） 名経大高蔵（愛知） 佐野　真代（津田学園） 浅野・山本（名経大高蔵）
Ｈ２３ 58 静岡　花川テニスコート 四日市工（三重） 後藤翔太郎（四日市工） 後藤・中島（四日市工） 椙山女学園（愛知） 吉冨　愛子（椙山女学園） 吉冨・古崎（椙山女学園）
Ｈ２２ 57 愛知　東山テニスセンター 名古屋（愛知） 古田　陸人（名古屋） 古田・中川（名古屋） 名経大高蔵（愛知） 山崎　香織（名経大高蔵） 西尾・中西（市邨学園）
Ｈ２１ 56 三重　鈴鹿スポーツガーデン四日市工（三重） 遠藤　豪（四日市工） 遠藤・長岡（四日市工） 椙山女学園（愛知） 井上　雅（椙山女学園） 井上・山田(椙山女学園）
Ｈ２０ 55 岐阜　長良川テニスプラザ 四日市工（三重） 遠藤　豪（四日市工） 戸田・海本（名古屋） 椙山女学園（愛知） 井上　雅（椙山女学園） 井上・山田(椙山女学園）
Ｈ１９ 54 静岡　花川テニスコート 名古屋（愛知） 遠藤　豪（四日市工） 加藤・矢野（鈴鹿） 椙山女学園（愛知） 井上　雅（椙山女学園） 伊藤・木代（日大三島）
Ｈ１８ 53 愛知　東山テニスセンター 名古屋（愛知） 二村　貴也（名古屋） 木村・竹中（浜松市立） 椙山女学園（愛知） 秋田　史帆（愛知啓成） 田中・沼山（椙山女学園）
Ｈ１７ 52 三重　鈴鹿スポーツガーデン名古屋（愛知） 牛田　敦之（杜若） 安江・前川（四日市工） 静岡市立（静岡） 藤井　友里（椙山女学園） 松本・清水（静岡市立）
Ｈ１６ 51 岐阜　長良川テニスプラザ 名古屋（愛知） 岡田　遼介（旭丘） 井上・岩月（日大三島） 金城学院（愛知） 大見　真衣子（金城学院） 池田・木下（名経大高蔵）
Ｈ１５ 50 静岡　花川テニスコート 名古屋（愛知） 成瀬　廣亮（名古屋） 成瀬・鳥屋（名古屋） 静岡市立（静岡） 細谷　夕香（静岡市立） 細谷・川村（静岡市立）
Ｈ１４ 49 愛知　東山テニスセンター 名古屋（愛知） 渡辺　隼（庵原） 成瀬・鳥屋（名古屋） 静岡市立（静岡） 深田　いず美（沼津学園） 石原・細谷（静岡市立）
Ｈ１３ 48 三重　四日市ドーム 日大三島（静岡） 畠中　聡(四日市工） 鳥屋・岸野（県岐阜商） 静岡市立（静岡） 松井　小麦（静岡市立） 松井・石原（静岡市立）
Ｈ１２ 47 岐阜　長良川テニスプラザ 日大三島（静岡） 金山　敦思（四日市工） 中島・森（日大三島） 椙山女学園（愛知） 山本　麻友美（市邨学園） 水野・市川（県岐阜商）
Ｈ１１ 46 静岡　花川テニスコート 四日市工（三重） 近藤　大生（名古屋学院） 近藤・後藤(名古屋学院） 県岐阜商（岐阜） 伊東　千佐世（静岡市立） 山本・入君（市邨学園）
Ｈ１０ 45 愛知　東山テニスセンター 名古屋学院（愛知） 畠中　将人(四日市工） 畠中・竹森(四日市工） 椙山女学園（愛知） 伊東　千佐世（静岡市立） 澤木・鈴木（椙山女学園）
Ｈ９ 44 三重　桑名市総合運動公園日大三島（静岡） 角田　博幸（日大三島） 渡辺・横井(四日市工） 静岡市立（静岡） 伊東　千佐世（静岡市立） 伊藤・植田（椙山女学園）
Ｈ８ 43 岐阜　長良川テニスプラザ 日大三島（静岡） 石浦　純一（日大三島） 松本・石浦（日大三島） 宇治山田商（三重） 海野　妃左子（静岡市立） 阿部・鳥居（高蔵）
Ｈ７ 42 静岡　花川テニスコート 日大三島（静岡） 松本　剛（日大三島） 野田・内田（日大三島） 高蔵（愛知） 小森　ひろ子（高蔵） 小森・鷲見（高蔵）
Ｈ６ 41 愛知　東山テニスセンター 日大三島（静岡） 尾城　裕介（名古屋学院） 尾城・尾崎（名古屋学院） 静岡市立（静岡） 内田　素江（高蔵） 下條・新美（金城学院）
Ｈ５ 40 三重  三滝テニスコート 日大三島（静岡） 雨天のため中止 準決勝まで実施 高蔵（愛知） 雨天のため中止 準決勝まで実施
Ｈ４ 39 岐阜　長良川テニスプラザ 静岡市立（静岡） 中山　しい木（名古屋学院） 中山・青木（名古屋学院） 高蔵（愛知） 上野　由加里（高蔵） 上野・渋谷（高蔵）
Ｈ３ 38 静岡　草薙テニスコート　 日大三島（静岡） 永井　章智（四日市工） 永井・松岡（四日市工） 静岡市立（静岡） 八木　薫（静岡市立） 八木・八木（静岡市立）
Ｈ２ 37 愛知　小幡緑地　 四日市工（三重） 永井　章智（四日市工） 永井・山本（四日市工） 高蔵（愛知）
Ｈ１ 36 三重  三滝テニスコート 東海（愛知） 雨天のため中止 高蔵（愛知）
Ｓ６３ 35 岐阜　ファミリーパーク　 四日市工（三重） 伊東　新（静岡市立） 高蔵（愛知）
Ｓ６２ 34 静岡　鹿谷テニスコート　 四日市工（三重） 三橋　大輔（東海） 高橋・佐藤（四日市工） 高蔵（愛知） 石田　友子（高蔵） 石田・扇本（高蔵）
Ｓ６１ 33 愛知　小幡緑地　 雨天のため中止 雨天のため中止 雨天のため中止 雨天のため中止 雨天のため中止 雨天のため中止
Ｓ６０ 32 三重  三滝テニスコート 四日市工（三重） 雨天のため中止 寺村・小林（四日市工） 高蔵（愛知） 雨天のため中止 野田・神部（高蔵）
Ｓ５９ 31 岐阜　県営グラウンド　 東海（愛知） 加藤　正二（東海） 加藤・大矢（東海） 浜松湖東（静岡） 石原　佳子（高蔵） 石原・宮崎（高蔵）
Ｓ５８ 30 静岡　草薙テニスコート　 日大三島（静岡） 雨天のため中止 村上・岩崎（日大三島） 金城学院（愛知） 雨天のため中止 寺村・出雲（高蔵）
Ｓ５７ 29 愛知　小幡緑地　 浜松湖東（静岡） 吉田　賢吾（名電） 内山・斉藤（浜松湖東） 市邨高蔵（愛知） 宮崎　絵津子（高蔵） 内山・山本（浜松湖東）
Ｓ５６ 28 三重  三滝テニスコート 四日市工（三重） 遠藤　和宏（浜松湖東） 須山・丸田（四日市工） 高蔵（愛知） 宮崎　絵津子（高蔵） 宮崎・茅野（高蔵）
Ｓ５５ 27 岐阜　県営グラウンド　 浜松工（静岡） 鈴木　崇（浜松工） 坂野・後藤（東海） 浜松市立（静岡） 宮崎　絵津子（高蔵） 太田・高柳（浜松市立）
Ｓ５４ 26 静岡　鹿谷テニスコート　 浜松工（静岡） 杉浦　俊一（浜松工） 杉浦・岩城（浜松工） 浜松工（静岡） 小菅　ひとみ（高蔵） 沢木・岩崎（浜松工）
Ｓ５３ 25 愛知　小幡緑地　 雨天のため中止 雨天のため中止 雨天のため中止 雨天のため中止 雨天のため中止 雨天のため中止
Ｓ５２ 24 三重  三滝テニスコート 浜松工（静岡） 雨天のため中止 堀尾・栗野（浜松工） 市邨学園（愛知） 雨天のため中止 古橋・川合（市邨）
Ｓ５１ 23 岐阜　県営グラウンド　 日大三島（静岡） 鈴木　清人（日大三島） 鈴木・加藤（日大三島） 市邨学園（愛知） 古橋　富美子（市邨） 古橋・恩田（市邨）
Ｓ５０ 22 静岡　鹿谷テニスコート　 東海（愛知） 雨天のため中止 小野・大嶽（名電工） 市邨学園（愛知） 雨天のため中止 長井・関（焼津）
Ｓ４９ 21 愛知　小幡緑地　 東海（愛知） 川島　博（東海） 佐治・川島（東海） 高蔵（愛知） 伊原　緑（高蔵） 伊原・水野（高蔵）
Ｓ４８ 20 岐阜　県営グラウンド　 四日市工（三重） 岩崎　政康（浜松工） 富永・富田（浜松工） 高蔵（愛知） 磯和　はつひ（高蔵） 磯和・伊原（高蔵）
Ｓ４７ 19 三重  三滝テニスコート 桜ヶ丘（愛知） 陸浦　隆繁（東海） 陸浦・渡辺（東海） 高蔵（愛知） 中川　清美（高蔵） 佐治・平島（金城）
Ｓ４６ 18 静岡　鹿谷テニスコート　 四日市工（三重） 岡本　竹史（浜松北） 太田・大庭（浜松工） 高蔵女商（愛知） 中川　清美（高蔵女商） 木村・柴田（高蔵女商）
Ｓ４５ 17 愛知　小幡緑地　 浜松工（静岡） 布目　真也（東海） 太田・大庭（浜松工） 高蔵女商（愛知） 佐治　道子（金城） 石川・浅井（高蔵女商）
Ｓ４４ 16 三重　三重大テニスコート 浜松工（静岡） 雨天のため中止 伊東・大畑（静岡市立） 高蔵女商（愛知） 雨天のため中止 大塚・加藤(桜ヶ丘）　尾畠・田中（桜ヶ丘）　日没引き分け　
Ｓ４３ 15 岐阜　県営グラウンド　 浜松工（静岡） 小杉　貞夫（浜松工） 伊久美・山本（静岡市立） 高蔵女商（愛知） 大野（高蔵女商） 村木・大野（高蔵女商）
Ｓ４２ 14 静岡　浜松市営 岐阜商（岐阜） 野島（静岡市立） 渡辺・山本（静岡市立） 桜ヶ丘（愛知） 星野（桜ヶ丘） 星野・中村（桜ヶ丘）
Ｓ４１ 13 愛知　小幡緑地　 桜ヶ丘（愛知） 森（静岡） 森・宮下（静岡） 桜ヶ丘（愛知） 星野（桜ヶ丘） 倉橋・鈴木（桜ヶ丘）
Ｓ４０ 12 三重　鵜の森 岐阜商（岐阜） 不明 桑原・玉木（岐阜商） 桜ヶ丘（愛知） 不明 近藤・鈴木（金城）
Ｓ３９ 11 静岡　駿府テニスコート　 桜ヶ丘（愛知） 松島　忠（明和） 鈴置・千村（享栄） 桜ヶ丘（愛知） 内田　広子（椙山） 小林・加藤（桜ヶ丘）
Ｓ３８ 10 岐阜　県営グラウンド　 静岡（静岡） 不明 今泉・今原（桜ヶ丘） 金城（愛知） 不明 大野・中田（金城）
Ｓ３７ 9 愛知　名古屋ローン栄　 東海（愛知） 青木　建爾（東海） 青木・春名（東海） 金城（愛知） 北村　淳子（金城） 北村・鯨井（金城）
Ｓ３６ 8 静岡　駿府テニスコート　 静岡（静岡） 黒松　秀三郎（東海） 川口・加藤（静岡） 金城（愛知） 北村　淳子（金城） 北村・鈴木（金城）
Ｓ３５ 7 三重　鵜の森・三菱コート 静岡（静岡） 黒松　秀三郎（東海） 山本・石川（静岡市立） 金城（愛知） 北村　淳子（金城） 北村・鯨井（金城）
Ｓ３４ 6 愛知　名古屋ローン栄　 静岡（静岡） 高橋　道男（静岡） 高橋・大地（静岡） 椙山（愛知） 黒田　好子（椙山） 黒松・石井（金城）
Ｓ３３ 5 中止 中止 中止 中止
Ｓ３２ 4 愛知　名古屋ローン栄　 小西　一三（中京） 小西・伊藤（中京） 渡辺　節子（椙山） 鈴木・長谷川（金城）
Ｓ３１ 3 愛知　名古屋ローン栄　 鈴木　茂伸（旭丘） 山田・川合（東海） 中野　秀子（金城） 中野・岡田（金城）
Ｓ３０ 2 岐阜　県営グラウンド　 鈴木　茂伸（旭丘） 鈴木・加藤（旭丘） 中江　紀美子（金城） 中野・中江（金城）
Ｓ２９ 1 愛知　名古屋ローン栄　 長岡　三郎（東海） 長岡・生川（東海） 太田　暢子（椙山） 堀田・中江（金城）
Ｓ２８ 愛知　名古屋ローン栄　 中島　啓友（旭丘） 中島・水野（旭丘） 山口　鐐子（金城） 山口・肆江（金城）
Ｓ２７ 愛知　名古屋ローン栄　 調所　広志（慶応） 浅見・平戸（旭丘） 森村　礼子（旭丘） 森村・永嶋（旭丘）
Ｓ２６ 愛知　名古屋ローン栄　 石原　一良（長良） 菅谷・幅（旭丘） 西村　静江（椙山） 佐野・河村（椙山）
Ｓ２５ 愛知　名古屋ローン栄　 西田　順一（明和） 加藤・浅井（旭丘） 志水　好子（椙山） 本田・清水（金城）
Ｓ２４ 愛知　名古屋ローン栄　 永草　重三（松蔭） 永草・荻野（松蔭） 井田　薫（椙山） 井田・松浦（椙山）
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