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軽井沢国際テニストーナメント
歴代優勝者

■男子シングルス

大正 6年　Mr.Hata（羽田武内）

大正 7年　Mr.Mikami（三神八四郎）

大正 8年　Mr.Darby Fulton

大正 9年　Mr.B. F. Shively

大正10年　原田　武一
大正11年　福田雅之助
大正12年　原田　武一
大正13年　三木　龍喜
大正14年　三木　龍喜
大正15年　三木　龍喜
昭和 2年　青木　岩雄
昭和 3年　佐藤　次郎
昭和 4年　布井　良助
昭和 5年　須永
昭和 6年　桑原　孝夫
昭和 7年　太田　芳郎
昭和 8年　佐藤俵太郎
昭和 9年　佐藤俵太郎
昭和10年　佐藤俵太郎
昭和11年　上原　増雄
昭和12年　松平　康愛
昭和13年　志賀　学而
昭和14年　太田　四郎
昭和15年　岡崎　　進
昭和16年　田中安喜二
昭和17年　布井　良助
昭和18年　鷲見　　保
昭和25年　鵜原　謙造
昭和26年　鵜原　謙造
昭和27年　鵜原　謙造
昭和28年　鵜原　謙造
昭和29年　西郷　隆美
昭和30年　村上　恵一
昭和31年　望月　哲雄
昭和32年　桜井　公人
昭和33年　桜井　公人
昭和34年　西村　信男
昭和35年　石黒　　修
昭和36年　田中日出男
昭和37年　峰岸　良影
昭和38年　不明
昭和39年　中川　暢行
昭和40年　有本　広見

昭和41年　平野　三樹
昭和42年　平野　三樹
昭和43年　吉井　　洌
昭和44年　吉井　　栄
昭和45年　大日方昭太
昭和46年　大日方昭太
昭和47年　鈴木　照海
昭和48年　鈴木　照海
昭和49年　山崎　利盛
昭和50年　井沢　　明
昭和51年　井沢　　明

昭和63年　八木　　眞
平成元年　西野耕太郎
平成 2年　G・ターナ
平成 3年　G・ターナ
平成 4年　石橋　栄治
平成 5年　吉井　　栄
平成 6年　G・ターナ
平成 7年　石橋　栄治
平成 8年　山口　正夫
平成 9年　田代　剛大
平成10年　井上　雅雄
平成11年　M・ターナ
平成12年　吉原　隆浩
平成13年　妹尾　正仁
平成14年　吉原　隆浩
平成15年　増岡　洋志
平成16年　増岡　洋志
平成17年　増岡　洋志
平成18年　岡崎　康太
平成19年　吉井　　隆
平成20年　山口　正夫
平成21年　K･サンカラン
平成22年　山崎　　剛
平成23年　野邊地隼人
平成24年　古村　賢紀
平成25年　鵜飼　元一
平成26年　臼井　　元
平成27年　野邊地隼人
平成28年　野邊地隼人

■男子ダブルス

大正 6年 Mr.Andrews

 Mr.Oltmans

大正 7年 Mr.Okada

 Mr.Matsubara

大正 8年 Mr.Fulton

 Mr.Slack

大正 9年 Mr.Hall

 Mr. Shively

大正10年 福田雅之助
 荻野藤次郎
大正11年 福田雅之助
 荻野藤次郎
大正12年 原田　武一
 青木　岩雄
大正13年 三木　龍喜
 今里
大正14年 三木　龍喜
 今里
大正15年 三木　龍喜
 今里
昭和 2年 麻生　健吾
 川地　　実
昭和 3年 岡崎　　進
 川上　久成
昭和 4年 青木　岩雄
 掘田　正久
昭和 5年 ホール
 ベニングホフ
昭和 6年 桑原　孝夫
 藤瀬　五郎
昭和 7年 不明
昭和 8年 宮城　良雄
 ダイシャワー
昭和 9年 長谷川作造
 磯部　亀雄
昭和10年 太田　芳郎
 安部　民雄
昭和11年 田中　　薫
 戒　　　肇
昭和12年 松平　康愛
 若田　五郎
昭和13年 高橋　　逹
 志賀　学而

昭和14年 田中安喜二
 澤井　隆雄
昭和15年 ガチール
 堀越　春雄
昭和16年 田中安喜二
 原田　敬策
昭和17年 鵜原　謙造
 朝吹　三吉
昭和18年 片岡幸三郎
 原田　興造
昭和21年 原田　敬策
 渡部　徳親
昭和23年 原田　敬策
 松尾將五郎
昭和25年 村上　麗蔵
 玉井　徳造
昭和26年 鵜原　謙造
 石川　文雄
昭和27年 鵜原　謙造
 石川　文雄
昭和28年 玉井　徳造
 村上　麗蔵
昭和29年 富取福次郎
 青木　徹雄
昭和30年 富取福次郎
 青木　徹雄
昭和31年 富取福次郎
 青木　徹雄
昭和32年 望月　哲雄
 村上　恵一
昭和33年 小谷　　章
 長崎　正雄
昭和34年 森本　　満
 堺　　俊晴
昭和35年 石黒　　修
 高橋　重彦
昭和36年 高橋　尚三
 吉井　　洌
昭和37年 峰岸　良彰
 吉井　　洌
昭和38年 吉井　　洌
 河盛　純造
昭和39年 町田　昭雄
 広瀬　省蔵

昭和52年～62年は選抜
男子シングルスとして開催
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昭和40年 河盛　純造
 有本　広見
昭和41年 平野　三樹
 浅野　賢秀
昭和42年 平野　三樹
 浅野　賢秀
昭和43年 不明
昭和44年 吉井　　洌
 吉井　　栄
昭和45年 吉井　　洌
 吉井　　栄
昭和46年 吉井　　洌
 吉井　　栄
昭和47年 鈴木　照海
 大日方昭太
昭和48年 鈴木　照海
 大日方昭太
昭和49年 武田　　彰
 辻本　　豊
昭和50年 武藤　佳資
 広瀬　恭久
昭和51年 井沢　　明
 倉島　英造
昭和52年 G・ターナ
 増野　　仁
昭和53年 中島　俊彦
 鉄屋　正夫
昭和54年 宮城　　淳
 有沢　三治
昭和55年 小田　忠信
 富田龍一郎
昭和56年 小田　忠信
 富田龍一郎
昭和57年 G・ターナ
 尾関　一郎
昭和58年 小田　忠信
 富田龍一郎
昭和59年 G・ターナ
 武田　　彰
昭和60年 小田　忠信
 小林　慶一
昭和61年 小田　忠信
 小林　慶一
昭和62年 吉井　　洌
 有沢　三治
昭和63年 小田　忠信
 小林　慶一
平成元年 吉井　　洌
 有沢　三治

平成 2年 G・ターナ
 シュレンゼル
平成 3年 G・ターナ
 倉島　英造
平成 4年 有沢　敬太
 坂本　正秀
平成 5年 橋爪　宏幸
 徳富　　潤
平成 6年 G・ターナ
 D・ビデット
平成 7年 小川　光洋
 長田　祐治
平成 8年 有澤　敬太
 坂本　正秀
平成 9年 岩阪　英樹
 渡邊　　大
平成10年 御代　　元
 勝間　　豊
平成11年 小川　光洋
 長田　祐治
平成12年 和泉　雅人
 木村　英生
平成13年 上原　真吾
 山口　正夫
平成14年 猪狩　秀臣
 松村　卓也
平成15年 猪狩　秀臣
 松村　卓也
平成16年 猪狩　秀臣
 野口　正裕
平成17年 増岡　洋志
 森田武比古
平成18年 上原　真吾
 山口　正夫
平成19年 内海　大典
 内海　大考
平成20年 増田　吉彦
 菊地　　陽
平成21年 柿本　往岐
 石田　洋平
平成22年 柿本　往岐
 石田　洋平
平成23年 柿本　往岐
 石田　洋平
平成24年 柿本　往岐
 石田　洋平
平成25年 柿本　往岐
 石田　洋平

平成26年 鵜沢　周平
 佐藤　優哉
平成27年 長田　祐治
 山口　正夫
平成28年 松井　幸介
 柴本　翔平

■女子シングルス

大正12年　バソンピエール
大正13年　黒井　悌子
大正14年　羽山　佳江
大正15年　安宅登美子
昭和 2年　トーテンハーム夫人
昭和 3年　トーテンハーム夫人
昭和 4年　トーテンハーム夫人
昭和 5年　林　美喜子
昭和 6年　不明
昭和 7年　不明
昭和 8年　不明
昭和 9年　林　美喜子
昭和10年　山岸 久子
昭和11年　山岸 久子
昭和12年　原田美智子
昭和13年　原田美智子
昭和14年　ラスウェル夫人
昭和15年　加茂　純子
昭和16年　ライフシュナイダー
昭和17年　宮城　明子
昭和18年　不明
昭和25年　デッカー
昭和26年　デッカー
昭和27年　不明
昭和28年　宮城　黎子
昭和29年　宮城　黎子
昭和30年　石井　友子
昭和31年　鍋島　弘子
昭和32年　保田多美子
昭和33年　井上　早苗
昭和34年　不明
昭和35年　黒松　和子
昭和36年　小林美千子
昭和37年　小林美千子
昭和38年　小幡　陽子
昭和39年　ノード夫人
昭和40年　八代　照子
昭和41年　小坂　博子
昭和42年　塚本キヨ子
昭和43年　後神　澄恵
昭和44年　森平　淑子
昭和45年　張　　晴令
昭和46年　村上智佳子
昭和47年　榎内三枝子
昭和48年　宮城　静代
昭和49年　田中　美子
昭和50年　田中　美子
昭和51年　田中　美子
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■女子ダブルス

大正13年 安宅登美子
 羽山　佳江
大正14年 安宅登美子
 羽山　佳江
大正15年 安宅登美子
 羽山　佳江
昭和 2年 ジャクソン夫人
 コープ夫人
昭和 3年 朝吹　磯子
 トーテンハーム夫人
昭和 4年 テイーズ夫人
 楠田　相子
昭和 5年 スィング夫人
 テイーズ夫人
昭和 6年 トーテンハーム夫人
 テイーズ夫人
昭和 7年 不明
昭和 8年 ユーイング夫人
 ケインズ夫人
昭和 9年 岡田　早苗
 山岸　久子
昭和10年 山岸　久子
 原田美智子
昭和11年 原田美智子
 山岸　久子
昭和12年 テイーズ夫人
 ピアス
昭和13年 朝長　慶子
 上野　道子
昭和14年 ラスウェル夫人
 デラチェイス夫人
昭和15年 桑名寿枝子
 若松　久代
昭和16年 西川フリッチー
 ビリーエンツ夫人
昭和17年 近藤たま子
 宮城　明子
昭和18年 近藤たま子
 宮城　明子
昭和25年 西川フリッチー
 デッカー
昭和26年 不明
昭和27年 不明
昭和28年 宮城　黎子
 坂本スミ子
昭和29年 宮城　黎子
 坂本スミ子

昭和30年 近藤たま子
 村上喜代子
昭和31年 宮城　黎子
 坂本スミ子
昭和32年 石井　悌子
 石井　友子
昭和33年 石井　悌子
 石井　友子
昭和34年 不明
昭和35年 朝長　慶子
 西川フリッチー
昭和36年 田原　直子
 小林美千子
昭和37年 井上　早苗
 井上あさ子
昭和38年 田原　直子
 小林美千子
昭和39年 ノード夫人
 西川フリッチー
昭和40年 宮城　黎子
 武田　敏子
昭和41年 太田千恵子
 芳賀　京子
昭和42年 宮城　黎子
 遠藤　晶子
昭和43年 畠中　君代
 芳賀　京子
昭和44年 宮城　黎子
 遠藤　晶子
昭和45年 張　　晴令
 村上　邦子
昭和46年 村上　照子
 村上智佳子
昭和47年 榎内三枝子
 今井貴美子
昭和48年 水野江吏子
 関口　昌代
昭和49年 千田　澄子
 宮崎利恵子
昭和50年 田中　美子
 染川　洋子
昭和51年 田中　美子
 小林美千子
昭和52年 関口　昌代
 永井江吏子
昭和53年 田中　美子
 小林美千子
昭和54年 田中　美子
 小林　陽子

昭和55年 神和住静子
 加藤　和子
昭和56年 成田よしえ
 遠山　慈子
昭和57年 成田よしえ
 遠山　慈子
昭和58年 成田よしえ
 遠山　慈子
昭和59年 成田よしえ
 遠山　慈子
昭和60年 那波るみ子
 畑　美恵子
昭和61年 那波るみ子
 畑　美恵子
昭和62年 清　　孝江
 称寝佳代子
昭和63年 佐藤まり子
 小貫由美子
平成元年 大川　三貴
 佐藤　美香
平成 2年 中島　裕子
 村上みゆき
平成 3年 緒方　千華
 柳原留美子
平成 4年 柳原留美子
 柳原由佳子
平成 5年 柳原留美子
 有沢　圭子
平成 6年 三島　麻美
 善積　加江
平成 7年 三島　麻美
 善積　加江
平成 8年 善積　加江
 前田　良子
平成 9年 善積　加江
 三島　麻美
平成10年 善積　加江
 三島　麻美
平成11年 善積　加江
 三島　麻美
平成12年 渡辺　素子
 廣田　陽子
平成13年 菅原友季子
 永野　綾子
平成14年 菅原友季子
 永野　綾子
平成15年 菅原友季子
 永野　綾子

平成16年 川原　牧子
 相馬　靖子
平成17年 杉山　貴子
 倉島　侑里
平成18年 杉山　貴子
 倉島　侑里
平成19年 佐藤　千枝
 会田　明子
平成20年 渡邉　尚子
 永野　綾子
平成21年 渡邉　尚子
 永野　綾子
平成22年 初川美有紀
 太田　紗苗
平成23年 新谷　恵未
 塩沢ちえり
平成24年 永野　綾子
 渡邉　尚子
平成25年 小林　千穂
 内田　沙織
平成26年 市川　有紗
 内田　彩香
平成27年 吉岡　　舞
 中村　香澄
平成28年 市川　有紗
 内田　彩香




