
井上早苗杯 GOGO テニスフェスティバル　歴代優勝者

年 度　　　　　
第　回　　　　

開催県
開催地域 55歳の部 60歳の部 65歳の部 70歳の部 75歳の部 80歳の部

1998 福岡県 武井　妙子 （茨　城） 吉成　明子 （福　岡） 辰巳千代子 （京　都） 藤井　静子 （大　阪）
第１回 （九州地域） 早坂　春海 （茨　城） 赤司　昌子 （福　岡） 中村　春子 （熊　本） 勝沼　令子 （新　潟）

1999 愛知県 峯川千枝子 （愛　知) 本村　照子 （福　岡) 竹田　久子 （千　葉） 安野　節子 （愛　知）
第２回 (東海地域) 海野　開子 （愛　知) 錦木　義子 （福　岡) 山田　久子 （埼　玉） 松島紀久子 （岡　山）

2000 山形県 山中美佐子 （茨　城) 宇佐美悦子 （東　京) 池田　睦子 （大　阪） 松島紀久子 （岡　山）
第３回 (東北地域) 高沢千恵子 （栃　木) 大前　紀子 （東　京) 辰巳千代子 （京　都） 勝沼　令子 （新　潟）

2001 千葉県 山中美佐子 （茨　城) 柚木　邦子 （岡　山) 村松　敏子 （千　葉） 斉藤恵美子 （東　京） 大代　秋子 （愛　知）
第４回 （関東地域） 高沢千恵子 （栃　木) 福田千香子 （岡　山) 高橋美恵子 （神奈川) 重光知津子 （東　京） 松井　照子 （香　川）

2002 岡山県 山中美佐子 （茨　城) 大前　紀子 （東　京) 村松　敏子 （千　葉） 辰巳千代子 （京　都） 渡辺美江子 （静　岡）
第５回 （中国地域） 高沢千恵子 （栃　木) 土屋　周子 （東　京) 森本　美江 （大　阪） 神保美智子 （東　京） 塩野入英子 （神奈川)

2003 長野県 岡　　邦子 （茨　城） 大前　紀子 （東　京) 田中三枝子 （埼　玉） 鈴木美津子 （埼　玉） 塩野入英子 （神奈川）
第６回（北信越地域） 稲毛　満枝 （茨　城） 土屋　周子 （東　京) 山下　博子 （神奈川) 山田　久子 （埼　玉） 栗原　照子 （神奈川)

2004 香川県 松井　文子 （岐　阜） 田口　京子 （大　阪） 小田　晶子 （東　京） 岩崎喜久子 （東　京） 塩野入英子 （神奈川）
第７回 （四国地域） 水野　美子 （愛　知） 福西　洋子 （大　阪） 飯田　　藍 （東　京） 竹田　久子 （千　葉） 勝沼　令子 （新　潟）

2005 北海道 神宮寺恵子 （岡　山） 山中美佐子 （茨　城） 広田　民子 （大　阪） 小村　常仍 （京　都） 勝沼　令子 （新　潟）
第８回（北海道地域） 山本　洋子 （香　川） 早川美枝子 （茨　城） 大上　幸恵 （大　阪） 伏原　久子 （京　都） 塩野入英子 （神奈川)

2006 大阪府 松井　文子 （岐　阜） 山中美佐子 （茨　城） 梅井　貞子 （大　阪） 笹田　啓子 （兵　庫） 山根　昭子 （大　阪）
第９回 （関西地域） 石井三代子 （岐　阜） 早川美枝子 （茨　城） 河内恵巳子 （大　阪） 森本　美江 （大　阪) 竹村智恵子 （大　阪）

2007 栃木県 山崎　夢路 （千　葉） 大出のり子 （茨　城） 土屋　周子 （東　京） 広田　民子 （京　都） 山田　久子 （埼　玉）
第10回 （関東地域） 松本　修代 （千　葉） 稲毛　満枝 （茨　城） 大前　紀子 （東　京） 柴山　和子 （岐　阜） 石井　伸子 （東　京）

2008 熊本県 河野　恵子 （熊　本） 松井　文子 （岐　阜） 片岡　恭子 （熊　本） 友沢　雅代 （兵　庫） 辰巳千代子 （京　都）
第11回 （九州地域） 杉田ヨネ子 （熊　本） 石井三代子 （岐　阜） 永江　淑子 （熊　本） 大上　幸恵 （兵　庫） 池田　睦子 （大　阪）

2009 岐阜県 住　アツ子 （岐　阜） 松井　文子 （岐　阜） 中嶋　孝子 （兵　庫） 坪川　順子 （兵　庫） 福井　恭子 （大　阪） 塩野入英子 （神奈川）
第12回 （東海地域） 山本　歌子 （岐　阜） 石井三代子 （岐　阜） 佐野美保子 （岡　山） 那須　桂子 （兵　庫） 池田　睦子 （大　阪） 勝沼　令子 （新　潟）

2010 宮城県 種市　文子 （青　森） 髙澤千恵子 （栃　木） 山中美佐子 （茨　城） 中澤久美子 （兵　庫） 笹田　啓子 （兵　庫） 吉田サユリ （長　野）
第13回 （東北地域） 大坂　栄子 （青　森） 石川　博子 （群　馬） 早川美枝子 （茨　城） 河内恵巳子 （大　阪) 柴山　和子 （岐　阜） 杉本　エミ （熊　本）

2011 愛媛県 村上　博香 （愛　媛） 森本　由紀 （愛　媛） 吉田　芳子 （岡　山） 佐々木和枝 （東　京） 広田　民子 （京　都） 中村倭文子 （島　根）
第14回 （四国地域） 藤原　雅代 （香　川） 藤井真理子 （愛　媛） 石原　房枝 （岡　山） 鈴木　美子 （静　岡） 森本　美江 （大　阪） 青木　安子 （兵　庫）

2012 新潟県 村上　博香 （愛　媛） 早川　恵子 （新　潟） 堀江　紀子 （岐　阜） 山村　厚子 （長　野） 山田　道子 （新　潟） 山田　久子 （埼　玉）
第15回（北信越地域） 藤原　雅代 （香　川） 田中冨美子 （新　潟） 川出　静代 （岐　阜） 石城　鈴枝 （長　野） 内藤美代子 （岡　山） 塩野入英子 （賛　助）

2013 長崎県 加藤　礼子 （茨　城） 白石　佑子 （大　分） 脇坂　晴美 （茨　城） 永江　淑子 （熊　本） 本村　照子 （福　岡） 池田　睦子 （大　阪）
第16回 （九州地域） 大家　厚子 （茨　城） 伊達　広子 （大　分） 長野　綾子 （茨　城） 片岡　恭子 （熊　本） 錦木　義子 （鹿児島） 福井　恭子 （大　阪）

2014 群馬県 酒谷由美子 （群  馬） 高橋千恵子 （群  馬） 金子むつ枝 （群  馬） 山村　厚子 （長  野） 村上　道子 （茨　城） 斎藤　和子 （群  馬）
第17回 (北関東地域) 六本木由美子 （群  馬） 栗山　道代 （群  馬） 堀田しづ子 （群  馬） 石城　鈴枝 （長  野） 佐々木和江 （東  京） 長井　雪子 （群  馬）

2015 福島県 田母神みほ子 （福　島） 波多野洋子 （福　島） 高澤千恵子 （栃　木） 長野　綾子 （茨　城） 佐々木和江 （東　京） 山田　道子 （新　潟）
第18回 (東北地域) 佐藤　悦子 （福　島） 小貫由美子 （福　島） 石川　博子 （群　馬） 早川美枝子 （茨　城） 村上　道子 （茨　城） 山田　久子 （埼　玉）

2016 山口県 風呂本理矢 （広　島） 清原美加子 （広　島） 中村　光江 （千　葉） 栁澤ふじ子 （千　葉） 佐々木和江 （東　京） 池田　睦子 （大　阪）
第 19 回 （中国地域） 藤井理恵子 （広　島） 山本千代子 （広　島） 佐藤　清美 （千　葉） 井上えい子 （千　葉） 錦木　義子 （鹿児島） 福井　恭子 （大　阪）

2017 富山県 吉塚　昌子 （長　野） 小田八寿子 （香　川） 田中冨美子 （新　潟） 福本　初枝 （富　山） 佐々木和江 （東　京） 広田　民子 （大　阪）
第20回（北信越地域） 大塚　真理 （長　野） 村尾　靖子 （香　川） 田中マサ子 （新　潟） 林　眞喜子 （富　山） 柚木　邦子 （岡　山） 村上　道子 （茨　城）

2018 高知県 根岸　敦子 （群　馬） 土谷　圭子 （静　岡） 藤原　雅代 （香　川） 栁澤ふじ子 （千　葉） 別役　禎子 （高　知） 池田　睦子 （大　阪）
第21回 （四国地域） 六本木由美子 （群　馬） 岩野　　緑 （静　岡） 村上　博香 （愛　媛） 井上えい子 （千　葉） 岩戸　宏子 （高　知） 大上　幸恵 （大　阪）

2019 秋田県 杉山美奈子 （埼　玉） 根岸　敦子 （群　馬） 藤原　雅代 （香　川） 石井三代子 （岐　阜） 伊東　悦子 （秋　田） 佐々木和江 （東　京）
第22回 （東北地域） 佐藤　光子 （秋　田） 六本木由美子 （群　馬） 村上　博香 （愛　媛） 岩田三恵子 （岐　阜） 村井　幸子 （秋　田） 村上　道子 （茨　城）

2020 静岡県 新型コロナウイルス感染症感染拡大の為中止

2021 静岡県 新型コロナウイルス感染症感染拡大の為中止

2022 佐賀県 ウィニック圭子 （愛　知） 根岸　敦子 （群　馬） 伊藤由美子 （愛　知） 完山ひろみ （愛　知） 藏園みどり （熊　本） 佐々木和江 （東　京）
第23回 （九州地域） 小林ひとみ （愛　知） 六本木由美子 （群　馬） 楠本　佳子 （愛　知） 丸木　幸子 （佐　賀） 和田　瑠美 （熊　本） 畔川　和子 （東　京）


