
優勝 準優勝 第三位

1984年 第1回 男子 湊貴美・平坂祥和 後和和久・韮塚友彦 大山俊・古田豊 石本道雄・吉原輝彦

女子 藁谷真弓・佐川昌子 直井恵子・松木ツル恵 関口未冴・渡辺ナカ子 仲小路良子・鈴木宏枝

1985年 第2回 男子 湊貴美・平坂祥和 直井正一・城所孝 大山俊・古田豊 石本道雄・吉原輝彦

女子 渡辺恵里子・太田康子 関口未冴・渡辺ナカ子 戸沢志保子・木内恵美子 山田啓子・小林万喜恵

1986年 第3回 男子 大山俊･古田豊 湊貴美・平坂祥和 飯島剛･河原芳弘 石本道雄・吉原輝彦

女子 戸沢志保子・木内恵美子 渡辺恵里子・太田康子 影島雅美･尾村知美 島田滋子･佐藤郁美

1987年 第4回 男子 古田豊・木内正広 平坂祥和・吉原輝彦 奥山勤也・溝辺昭人 直井正一・中井裕次

女子 戸沢志保子・木内恵美子 宮本比露美・鳴海裕子 渡辺恵里子・太田康子 島田滋子･佐藤郁美

1988年 第5回 男子 平坂祥和・吉原輝彦 古田豊・木内正広 奥山勤也・溝辺昭人 明田吉博・小野剛嗣

女子 戸沢志保子・河口泰江 小林万喜恵・小藤雅美 関口未冴・城所恵美 太田康子・大霜淳子

1989年 第6回 男子 古田豊・木内正広 平坂祥和・吉原輝彦 奥山勤也・溝辺昭人 明田吉博・小野剛嗣

女子 小林万喜恵・小藤雅美 戸沢志保子・河口泰江 太田康子・大霜淳子 宮本比露美・土屋美奈

1990年 第7回 男子 古田豊・木内正広 平坂祥和・吉原輝彦 東良彦・鏑木聡 西村幸次・山浦茂

女子 小藤雅美・宮本比露美 戸沢志保子・小林万喜恵 笠原秀子・星尾武子 土屋美奈・印南京子

1991年 第8回 男子 小野寺英一・吉田潤市 古田豊・木内正広 平坂祥和・東良彦 明田吉博・小野剛嗣

女子 小藤雅美・宮本比露美 笠原秀子･小田原直子 中嶋滋子・関口未冴 早坂睦子・池田佳津子

1992年 第9回 男子 酒井正一・萩原剛 長谷川剛・常友陽 古江裕・船谷貞夫 平坂祥和・小野寺英一

女子 小藤雅美・宮本比露美 土屋美奈・印南京子 戸沢志保子・小林万喜恵 坂本登志子・山中理恵

1993年 第10回 男子 東良彦・ｽｺｯﾄ･ｼｪ-ﾌｧｰ 小野寺英一・吉田潤市 先崎剛・上田瞬 船谷貞夫・小野剛嗣

女子 脇本直美・笠原秀子 戸沢志保子・平山めぐみ 山崎あゆみ・宮本比露美 坂本登志子・山中理恵

1994年 第11回 男子 酒井正一・萩原 剛 エンソン井上・長谷川文也 吉田潤市・鈴木浩幸 常友陽・青木利康

女子 脇本直美・笠原秀子 坂本登志子・山中理恵 印南京子・鈴木理恵 小藤雅美・八木千晴

1995年 第12回 男子 酒井正一・萩原剛 吉田潤市・鈴木浩幸 先崎剛・上田瞬 エンソン井上・長谷川文也

女子 小藤雅美・宮本比露美 早瀬久美・岩橋美紀子 坂本登志子・山中理恵 沼田亜由美・笠原千容子

1996年 第13回 男子 酒井正一・萩原剛 吉田潤市・鈴木浩幸 東良彦・斎藤敬一郎 先崎剛・上田瞬

女子 宮本比露美・沼田亜由美 安田滋美・向井洋子 早瀬久美・岩橋美紀子 福井仁美・脇本直美

1997年 第14回 男子 酒井正一・萩原剛 長谷川文也・清水弘史 青木利康・河合忠義 木内正広・大堀隆士

女子 宮本比露美・沼田亜由美 落合京子・笠原秀子 早瀬久美・岩橋美紀子 野田悦子・橋本いつよ

1998年 第15回 男子 長谷川文也・清水弘史 上田瞬・先崎剛 天利義宣・鈴木浩幸 平城修・中川猛

女子 宮本比露美・内山亜由美 安田滋美・向井洋子 落合京子・笠原秀子 野田悦子・橋本いつよ

1999年 第16回 男子 天利義宣・鈴木浩幸 長谷川文也・清水弘史 平坂祥和・宇佐美裕健 平城修・三好和則

女子 宮本比露美・内山亜由美 野田悦子・橋本いつよ 安田滋美・向井洋子 早瀬久美・岩橋美紀子

2000年 第17回 男子 長谷川文也・清水弘史 ｽｺｯﾄ･ｼｪ-ﾌｧｰ・宇佐美裕健 天利義宣・鈴木浩幸 平坂祥和・斎藤敬一郎

女子 野田悦子・橋本いつよ 宮本比露美・内山亜由美 福井仁美・松本亜希子 坂本登志子・脇本直美

2001年 第18回 男子 長谷川文也・清水弘史 田中万弥・及川一重 平坂祥和・斎藤敬一郎 小野剛嗣・船谷貞夫

女子 宮本比露美・福住洋子 内山亜由美・一戸里美 早瀬久美・岩橋美紀子 野田悦子・橋本いつよ

2002年 第19回 男子 清水弘史・長谷川文也 小野剛嗣・船谷貞夫 四方俊明・河野通宗 平坂祥和・斉藤敬一郎

女子 野田悦子・橋本いつよ 坂本登志子・脇本直美 宮本比露美・福住洋子 内山亜由美・一戸里美

2003年 第20回 男子 長谷川文也・清水弘史 及川一重・田中万弥 吉村勝・西村幸次 中川猛・北村隆司

女子 橋本いつよ・宮本比露美 脇本直美・坂本登志子 高橋道子・稲見千鶴子 松本亜希子・小林知子

2004年 第21回 男子 長谷川文也・清水弘史 小野剛嗣・船谷貞夫 酒井正一・東良彦 四方俊明・河野通宗

女子 橋本いつよ・宮本比露美 脇本直美・坂本登志子 廣林恭子・小堺恵美 佐藤摩以子・増山理恵

2005年 第22回 男子 及川一重・田中万弥 長谷川文也・清水弘史 四方俊明・河野通宗 小野剛嗣・船谷貞夫

女子 脇本直美・坂本登志子 野田悦子・廉隅紋子 廣林恭子・小堺恵美 松本亜希子・小林知子

2006年 第23回 男子 清水弘史・河野通宗 長谷川文也・内藤大介 権東勇一郎・平城修 清水映雄・箱石靖

女子 坂本登志子・脇本直美 橋本いつよ・宮本比露美 松本亜希子・小林知子 廣林恭子・小堺恵美

2007年 第24回 男子 清水弘史・河野通宗 清水映雄・廣瀬尚昭 東良彦・酒井正一 小野剛嗣・四方俊明

女子 坂本登志子・脇本直美 橋本いつよ・宮本比露美 岩橋美紀子・梶野晴美 松本亜希子・小林知子

2008年 第25回 男子 清水弘史・河野通宗 清水映雄・廣瀬尚昭 東良彦・酒井正一 小野剛嗣・四方俊明

女子 佐藤摩以子・増山理恵 野田悦子・小堺恵美 橋本いつよ・宮本比露美 松本亜希子・小林知子

2009年 第26回 男子 河野通宗・清水弘史 小野剛嗣・四方俊明 野田泰正・長谷川文也 廣瀬尚昭・船谷貞夫

女子 坂本登志子・脇本直美 橋本いつよ・宮本比露美 野田悦子・小堺恵美 佐藤摩以子・増山理恵

2010年 第27回 男子 河野通宗・清水弘史 廣瀬尚昭・望野将司 長谷川文也・野田泰正 小野剛嗣・四方俊明

女子 坂本登志子・脇本直美 佐藤摩以子・増山理恵 関口美佐江・川端なおみ 梶野晴美・岩橋美紀子

2011年 第28回 男子 廣瀬尚昭・中野優樹 河野通宗・清水弘史 小野剛嗣・四方俊明 船谷貞夫・戎篤哉

女子 野田悦子・佐藤摩以子 梶野晴美・岩橋美紀子 大澤恭子・宇野信子 関口美佐江・北風未来

2012年 第29回 男子 河野通宗・清水弘史 廣瀬尚昭・中野優樹 宇佐美裕健・栗原宏次 船谷貞夫・戎篤哉

女子 野田悦子・佐藤摩以子 坂本登志子・脇本直美 井川恭子・宇野信子 岩橋美紀子・梶野晴美

2013年 第30回 男子 河野通宗・清水弘史 廣瀬尚昭・中野優樹 長谷川文也・野田泰正 船谷貞夫・戎篤哉

女子 小堺恵美・内藤祥子 関口美佐江・北風未来 岩橋美紀子・梶野晴美 井川恭子・宇野信子

2014年 第31回 男子 河野通宗・清水弘史 廣瀬尚昭・清水映雄 小野穣・四方俊明 戎篤哉・中野優樹

女子 脇本直美・佐藤摩以子 坂本登志子・加藤寛子 関口美佐江・北風未来 大沼まどか・小堺恵美

2015年 第32回 男子 河野通宗・清水弘史 廣瀬尚昭・清水映雄 小野穣・四方俊明 中野優樹・蒲原亮生

女子 岩橋美紀子・梶野晴美 加藤寛子・星野沙織 大沼まどか・宇野信子 渡邉麻里・増田純子

2016年 第33回 男子 河野通宗・清水弘史 廣瀬尚昭・清水映雄 松崎茂・松原理 小野穣・四方俊明

女子 岩橋美紀子・梶野晴美 大沼まどか・宇野信子 高橋玲子・小林知子 小木戸沙紀・永末弥生

2017年 第34回 男子 河野通宗・清水弘史 廣瀬尚昭・清水映雄 戎篤哉・中野優樹 星野淳・田邉翔

女子 野田悦子・小木戸沙紀 小堺恵美・笠野優子 宇野信子・大沼まどか 葉梨彩子・関口美佐江

2018年 第35回 男子 廣瀬尚昭・清水映雄 河野通宗・清水弘史 末永孝史・山口周史 中野優樹・蒲原亮生

女子 坂本登志子・岩橋美紀子 葉梨彩子・小木戸沙紀 小堺恵美・笠野優子 大角久美子・平野千春

全日本ダブルス選手権大会　過去の大会成績


