
男子シングルス 男子ダブルス 女子シングルス 女子ダブルス

第1回 飯島　恵一 篠原・中村 大平　由美 高木・須田

-1978 （W.T.C.） （P.C.B.） （W.T.C.） （P.C.B.）

第2回 柏木　利夫 柏木・中松 和田　知子 高木・水本

-1979 （W.T.C.） （W.T.C.） （早大理工） （中大ﾎﾟｰﾑ・W.T.C.）

第3回 小林　慶一 小林・相川 堀　敦子 斉藤・油井

-1980 （慶応ｱﾚｯｸｽ） （慶応ｱﾚｯｸｽ・慶応S.C.B.） （早大ｸﾞﾘｰﾝ） （早大ｸﾚｽﾄ）

第4回 花谷　昌典 花谷・高柳 古橋　加奈子 古橋・松沢

-1981 （日大文理） （日大文理） （早大理工） （早大理工）

第5回 寺田　純 花谷・丸山 古橋　加奈子 古橋・松沢

-1982 （駒大ｳｨﾝｸﾞｽ） （日大文理） （早大理工） （早大理工）

第6回 古沢　浩志 小山・佐藤 白井　文 松井・根本

-1983 （W.T.C.） （P.C.B.・早大ﾔﾝｸﾞ） （P.C.B.） （中大ﾎﾟｰﾑ）

第7回 両角　勝男 金光・山口 猪狩　浩絵 林・今西

-1984 （中大わかもの） （W.T.C.・P.C.B.） （早大ﾔﾝｸﾞ） （青学ｴﾚｳﾃﾘｱ・青学JUNE）

第8回 奥　豊 加藤・横堀 松尾　知子 飯島・川村

-1985 （明大ｱｸﾃｨ） （早大ｸﾞﾘｰﾝ・早大ｵﾚﾝｼﾞ） （慶応九球） （早大ﾔﾝｸﾞ）

第9回 川野　佳久 奥・田辺 松尾　知子 池谷・小野

-1986 （明大体同連） （明大ｱｸﾃｨ） （慶応九球） （P.C.B.・学習院ｵｯﾀｰ）

第10回 松浦　教夫 井上・小林 佐野　貴子 三松・加藤（佐）

-1987 （明大ｱｸﾃｨ） （明大ｱｸﾃｨ） （早大ｵﾚﾝｼﾞ） （早大城北・明大体同連）

第11回 高橋　克典 市川・高橋 原田　美貴子 佐野・岸岡

-1988 （W.T.C.） （W.T.C.） （早大ｸﾞﾘｰﾝ） （早大ｵﾚﾝｼﾞ・東海大ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨｰ）

第12回 矢作　淳 笹島・村岡 金田　曜 横溝・菅波

-1989 （法政ﾌｫﾚｽﾄﾋﾙｽﾞ） （慶応S.C.B.・慶応ｱﾙﾒﾘｱ） （早大ｵﾚﾝｼﾞ） （W.T.C.）

第13回 小川　光洋 奥村・勝間 金田　曜 金田・西村

-1990 （法政ﾛｰﾝ） （P.C.B.） （早大ｵﾚﾝｼﾞ） （早大ｵﾚﾝｼﾞ・W.T.C.）

第14回 千田　大 東・長田 原田　美貴子 原田・片山

-1991 （P.C.B.） （早大ﾌｧﾝﾀｽﾃｨｯｸ・C.A.F.T.） （早大ｸﾞﾘｰﾝ） （早大ｸﾞﾘｰﾝ・慶応ﾎﾟﾆｰ）

第15回 田中　友幸 米山・宮崎 中島　千穂 橋田・三川

-1992 （明大体同連） （C.A.F.T.） （明大体同連） （早大ﾔﾝｸﾞ・中大ﾎﾟｰﾑ）

第16回 宮崎　誠郷 高橋・渡辺 中島　千穂 中島・鈴木

-1993 （C.A.F.T.） （C.A.F.T.） （明大体同連） （明大体同連・日大ｱｯﾌﾟﾙ）

第17回 北川　薫 早川・手塚 松本　寛子 越井・松本

-1994 （早大稲友） （W.T.C.） （東大ALLDC） （東大ALLDC）

第18回 津森　雅史 吉川・結城 越井　有子 松田・色摩

-1995 （W.T.C.） （P.C.B.） （東大ALLDC） （C.A.F.T.）

第19回 津森　雅史 近藤・松村 小泉　春子 栃木・中村

-1996 （W.T.C.） （東大ALLDC） （早大ｸﾞﾘｰﾝ） （日大経済）

第20回 津森　雅史 津森・五味 小野　祐香子 小野・小暮

-1997 （W.T.C.） （W.T.C.・法政ﾛｰﾝ） （C.A.F.T.） （C.A.F.T.）

第21回 中村　貴之 深井・渋谷 浅田　その子 竹内・有澤

-1998 （早大ｵﾚﾝｼﾞ） （W.T.C.・早大理工） （C.A.F.T.） （C.A.F.T.・早大ﾌｫｰﾃｨｰﾗﾌﾞ）

第22回 猪狩　秀臣 野尻・柳川 有澤　文 竹内・浅田

-1999 （C.A.F.T.） （W.T.C.・中大ﾎﾟｰﾑ） （早大ﾌｫｰﾃｨｰﾗﾌﾞ） （C.A.F.T.）

第23回 和泉　寿之 杉江・野尻 茶野　絢子 阿部・茶野

-2000 （立教ﾗﾎﾟｰﾑ） （C.A.F.T.・W.T.C.） （P.C.B.） （W.T.C.・P.C.B.）

第24回 城所　信行 野尻・柳川 田上　麻衣子 大野・高木

-2001 （P.C.B.） （W.T.C.・中大ﾎﾟｰﾑ） （早大ﾌｫｰﾃｨｰﾗﾌﾞ） （早大ｵﾚﾝｼﾞ・P.C.B.）

第25回 成松　裕 池永・横山 田上　麻衣子 尚・吉成

-2002 （早大マッチポイント） （C.A.F.T.・理大ＭＩＬＫ） （早大ﾌｫｰﾃｨｰﾗﾌﾞ） （早大ｵﾚﾝｼﾞ）

第26回 和田　真実 勇内・和田 田上　麻衣子 田上・吉成

-2003 （P.C.B.） （P.C.B.） （早大ﾌｫｰﾃｨｰﾗﾌﾞ） （早大ﾌｫｰﾃｨｰﾗﾌﾞ・早大ｵﾚﾝｼﾞ）

第27回 鈴木　淳弘 久米・松沢 田中　結依子 小笠原・佐々尾

-2004 （C.A.F.T.） （P.C.B.） （W.T.C.） （C.A.F.T.・東海大ﾌﾘｰ）

第28回 松沢　裕司 久米・松沢 小笠原　優 小笠原・相澤

-2005 （P.C.B.） （中大ローン・P.C.B.） （C.A.F.T.) （C.A.F.T.)

第29回 安部　瞬 鈴木・渡辺 柳川　悠木 須田・勇内

-2006 （早大マッチポイント） （P.C.B.・明大クライス） （早大ヤング） （C.A.F.T.・P.C.B.）

第30回 大久保　雄介 片岡・松本 益田陽子 田中・山本

-2007 （早大グリーン） （超庭球集団猪狩） （法政ローン） （Ｗ．Ｔ．Ｃ．）

第31回 片岡 慎 片岡・茂木 山口絵里奈 木下・宮坂

-2008 （超庭球集団猪狩） （超庭球集団猪狩・Ｗ．Ｔ．Ｃ．）
（早大マッチポイン

ト）
（早大マッチポイント・Ｐ．Ｃ．Ｂ．）

第32回 内山　彰人 原・植竹 宮坂　舞 牧田・宮坂

-2009 （立教オールホワイツ） （Ｃ．Ａ．Ｆ．Ｔ．・超庭球集団猪狩） （Ｃ．Ａ．Ｆ．Ｔ．） （Ｃ．Ａ．Ｆ．Ｔ．）

第33回 中村　修平 古藤・高橋 宮坂　舞 宮坂・森本

-2010 （法政ローン） （Ｐ．Ｃ．Ｂ．・日大文理） （Ｃ．Ａ．Ｆ．Ｔ．） （Ｃ．Ａ．Ｆ．Ｔ．・日大フリー）

第34回 弓削　旭徳 加藤・三浦 大矢　未理 森本・山口

-2011 （慶應アレックス） （Ｐ．Ｃ．Ｂ．） （早大グリーン） （日大文理・早大マッチポイント）

第35回 三浦　大義 滝澤・弓削 島崎　結衣 笹島・多比良

-2012 （Ｐ．Ｃ．Ｂ．） （Ｐ．Ｃ．Ｂ．・慶應アレックス） （ＵＮＢＡＬＡＮＣＥ） （ＵＮＢＡＬＡＮＣＥ）

第36回 弓削 旭徳 上田・田口 宮本　栞 大矢・松本

-2013 （慶応アレックス） （早大理硬庭） （ＵＮＢＡＬＡＮＣＥ） （早大グリーン）

第37回 城倉 弘樹 柴本・山本 宮本　栞 田村・白川

-2014 （P.C.B.） （P.C.B.） （UNBALANCE） （早大グリーン・早大マッチポイント）

第38回 山本 祐太 山本・柴本（遼） 宮本　栞 本田・林

-2015 （早大マッチポイント） (早大マッチポイント・P.C.B.) （UNBALANCE) （早大ヤング）

第39回 田口洋介 山本・田口 塩田璃奈 塩田・佐渡

2016 （早大理硬庭） （早大マッチポイント・早大理硬庭）　 （UNBALANCE） （UNBALANCE早大シュトルム）

第40回 上村哲平 太田代・石川 市瀬和奈 塩田・佐渡

2017 （UNBALANCE) （P.C.B.) （P。C。B。） （UNBALANCE早大シュトルム）

アッセ庭球連盟
アッセオープン歴代優勝者
■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■


