
回数 年度 会場 優勝者 スコア 準優勝者
第1回 1922年 大11 帝大コート 川妻柳三・安部民雄 6-2,6-4,6-4 福田雅之助・荻野藤次郎
第2回 1923年 大12 豊中・築港コート 川妻柳三・安部民雄 6-4,6-3,3-6,6-4 原田武一・青木岩雄
第3回 1924年 大13 慶大・早大コート 請川 卓・青木岩雄 6-4,6-4,6-0 安部民雄・河尻 慎
第4回 1925年 大14 神崎川コートほか 安部民雄・河尻 慎 1-6,6-3,6-1,6-3 朝長・小林
第5回 1926年 昭元 慶大・帝大・早大コート 相川久孝・麻生健吾 6-4,6-4,2-6,7-5 安部民雄・河尻 慎
第6回 1927年 昭2 甲子園・浜寺コート 福田雅之助・安部民雄 2-6,6-2,6-3,6-3 佐藤俵太郎･小林了二
第7回 1928年 昭3 上井草・大森コート 山岸成一・志村彦七 6-3,6-4,6-1 上原増雄･神代俊男
第8回 1929年 昭4 甲子園コート 原田武一・熊谷一弥 6-2,6-4,6-3 山岸成一・志村彦七
第9回 1930年 昭5 早大・上井草コート 山岸成一・志村彦七 4-6,6-4,6-3,6-4 布井良助・桑原孝夫
第10回 1931年 昭6 甲子園コート 山岸成一・村上保男 1-6,6-3,7-5,1-6,6-2 佐藤俵太郎･川地 実
第11回 1932年 昭7 帝大・早大コート 佐藤次郎・川地 実 8-6,6-4,6-2 西村秀雄・村上麗蔵
第12回 1933年 昭8 甲子園コート 西村秀雄・山岸二郎 DEF 佐藤次郎・布井良助
第13回 1934年 昭9 慶大コート 西村秀雄・山岸二郎 6-0,6-2,6-1 高橋正義・村上麗蔵
第14回 1935年 昭10 甲子園コート 山岸二郎・村上麗蔵 2-6,5-7,6-3,6-4,6-4 R.メンツェル・ヘッシェ
第15回 1936年 昭11 早大・明大コート 山岸二郎・村上麗蔵 14-12,6-2,6-2 安部民雄・川地 実
第16回 1937年 昭12 甲子園コート G.V.クラム・ヘンケル 8-10,6-2,11-13,6-2,6-4 山岸二郎・村上麗蔵
第17回 1938年 昭13 田園コート 山岸二郎・鶴田安雄 2-6,6-1,6-2,8-6 中野文照・松本武雄
第18回 1939年 昭14 甲子園コート F.プンチェック・ククルエビッチ 7-5,6-3,6-3 堀越春雄・鵜原謙造
第19回 1940年 昭15 田園コート 村上保男・堀越春雄 7-9,6-8,6-3,6-2,6-4 鶴田安雄・山県富士男

1941年は開催されず
第20回 1942年 昭17 田園コート 村上保男・堀越春雄 6-3,7-5,9-11,6-4 田辺 信・岡田 収

1943〜45年は開催されず
第21回 1946年 昭21 田園コート 藤倉五郎・鶴田安雄 7-5,6-4,6-4 山岸二郎・田辺 信
第22回 1947年 昭22 甲子園コート 藤倉五郎・鶴田安雄 7-5,4-6,7-5,6-3 種田・近岡義一郎
第23回 1948年 昭23 パレスコート 田辺 信・岡田 収 6-4,6-3,5-7,7-5 藤倉五郎・鶴田安雄
第24回 1949年 昭24 甲子園コート 中野文照・鵜原謙造 6-3,6-4,2-6,6-0 田辺 信・岡田 収
第25回 1950年 昭25 パレスコート 堀越春雄・清水弥次郎 5-7,6-4,7-5,2-6,6-2 藤倉五郎・鶴田安雄
第26回 1951年 昭26 名古屋栄コート 隅丸次郎・A.ラーセン 8-6,3-6,6-0,6-0 中野文照・藤倉五郎
第27回 1952年 昭27 中モズコート 中野文照・隅丸次郎 6-1,8-6,7-9,6-1 堀越春雄・清水弥次郎
第28回 1953年 昭28 パレスコート 村上麗蔵・鵜原謙造 5-7,1-6,6-4,6-2,6-3 倉光安峯・木村雅信
第29回 1954年 昭29 うつぼ公園コート 加茂公成・宮城 淳 7-5,6-3,9-7 清水弥次郎・加茂礼仁
第30回 1955年 昭30 田園コート 加茂公成・宮城 淳 6-0,6-4,6-0 青木徹雄・内田 寛
第31回 1956年 昭31 うつぼ公園コート 加茂礼仁・加茂公成 9-7,8-6,6-4 松浦 督・中村靖之助
第32回 1957年 昭32 パレスコート 宮城 淳・柴田善久 6-3,6-1,6-1 小林 要・斉藤 博
第33回 1958年 昭33 うつぼ公園コート H.リチャードソン・A.オルメド 6-2,6-2,6-4 宮城 淳・柴田善久
第34回 1959年 昭34 田園コート B.マッケイ・M.J.フランク 6-2,8-6,6-3 宮城 淳・柴田善久
第35回 1960年 昭35 うつぼ公園コート 宮城 淳・柴田善久 6-4,7-5,2-6,3-6,6-2 石黒 修・長崎正雄
第36回 1961年 昭36 田園コート 藤井道雄・平野一斉 6-2,7-5,2-6,6-2 小西一三・石井達二
第37回 1962年 昭37 うつぼ公園コート 石黒 修・藤井道雄 6-3,6-2,6-0 菅 清吉・柳 恵誌郎
第38回 1963年 昭38 田園コート 古田 壌・森 良一 7-9,6-3,16-14,6-2 加茂公成・石黒 修
第39回 1964年 昭39 うつぼ公園コート 石黒 修・渡辺 功 6-3,6-4,6-3 小西一三・渡辺康二
第40回 1965年 昭40 田園コート 石黒 修・渡辺康二 3-6,6-3,6-3,10-8 有本広見・河盛純造
第41回 1966年 昭41 うつぼ公園コート 渡辺康二・渡辺 功 11-9,6-4,6-3 石黒 修・藤井道雄
第42回 1967年 昭42 田園コート 渡辺康二・渡辺 功 5-7,6-2,6-4,6-1 手塚雄士・黒松秀三郎
第43回 1968年 昭43 うつぼ公園コート 渡辺康二・河盛純造 6-3,6-2,6-2 森 良一・宇津原秀司
第44回 1969年 昭44 田園コート 小林 功・渡辺 功 4-6,4-6,6-1,6-1,6-3 神和住 純・平井健一
第45回 1970年 昭45 うつぼ公園コート 河盛純造･小浦猛志 6-4,6-3,7-9,6-3 M.マリガン・M.カイモ
第46回 1971年 昭46 田園コート 神和住 純・坂井利郎 6-1,10-8,6-3 森 良一・宇津原秀司
第47回 1972年 昭47 うつぼ公園コート 神和住 純・坂井利郎 6-3,6-4,13-11 九鬼 潤・平井健一
第48回 1973年 昭48 田園コート 神和住 純・坂井利郎 6-3,9-8,6-4 平井健一・田辺 清
第49回 1974年 昭49 うつぼ公園コート 坂井利郎・平井健一 6-1,6-4,6-2 加藤幸夫・太田正孝
第50回 1975年 昭50 田園コート 坂井利郎・平井健一 6-4,6-4,6-4 細野明角・内山悦男
第51回 1976年 昭51 名城コート 坂井利郎・平井健一 6-3,4-6,1-6,6-4,6-3 倉光 哲・金 　一
第52回 1977年 昭52 うつぼ公園コート 倉光 哲・金 　一 6-4,6-3,6-3 田村伸也・金井泰先
第53回 1978年 昭53 朝日生命久我山コート 本村 行・内山悦男 6-3,3-6,4-6,6-4,6-2 山本隆生・坂本真一
第54回 1979年 昭54 うつぼ公園コート 西尾茂之・坂本真一 7-5,6-4,7-6 田辺 清・森 良一
第55回 1980年 昭55 朝日生命久我山コート 神和住 純・福井 烈 6-0,6-3,1-6,2-6,6-4 平井健一・田村伸也
第56回 1981年 昭56 うつぼ公園コート 平井健一・坂本真一 6-0,6-7,7-6,6-1 馬場宏之・中西伊知郎
第57回 1982年 昭57 田園コート 平井健一・坂本真一 7-6,7-5,6-2 神和住 純・福井 烈
第58回 1983年 昭58 うつぼ公園コート 神和住 純・平井 健一 6-4,7-5,7-5 福井 烈・田村伸也
第59回 1984年 昭59 有明テニスの森 西尾茂之・坂本真一 6-3,6-2,7-5 白戸 仁・J.ベイリー
第60回 1985年 昭60 有明テニスの森 米沢 徹・J.ベイリー 6-2,7-5 福井 烈・田村伸也
第61回 1986年 昭61 有明テニスの森 竹内映二・白戸 仁 6-3,6-2 白石正三・坂本真一
第62回 1987年 昭62 有明テニスの森 竹内映二・白戸 仁 2-6,7-5,6-2,6-4 坂本真一・西尾茂之
第63回 1988年 昭63 有明テニスの森 坂本真一・西尾茂之 4-6,6-2,3-6,6-3,9-7 渋谷隆良・村上武資
第64回 1989年 平元 有明テニスの森 清宮健一・岡田善和 6-4,6-4,6-4 渋谷隆良・村上武資
第65回 1990年 平2 有明テニスの森 J.ラッセル・J.ベイリー 5-7,6-1,6-7（8）,7-6（6）,6-4 藤田秀丸・水主 勝
第66回 1991年 平3 有明テニスの森 古庄大二郎・佐藤哲哉 6-4,6-3,6-3 辻野隆三・原田夏希
第67回 1992年 平4 有明テニスの森 佐藤哲哉･森 稔詞 6-1,4-6,6-4,6-4 J.ラッセル・米沢 徹
第68回 1993年 平5 有明テニスの森 佐藤哲哉･本村剛一 6-3,3-6,7-5,2-6,6-3 辻野隆三・中野陽夫
第69回 1994年 平6 有明テニスの森 佐藤博康・駒田政史 7-5,6-4 中野陽夫･佐藤哲哉
第70回 1995年 平7 有明テニスの森 本村剛一・佐藤哲哉 7-6（6）,6-2 鈴木貴男・岩渕 聡
第71回 1996年 平8 有明テニスの森 本村剛一･トーマス嶋田 6-4,6-2 鈴木貴男・岩渕 聡
第72回 1997年 平9 有明テニスの森 岩渕 聡・鈴木貴男 6-3,6-4, 石井弥起・高田 充
第73回 1998年 平10 有明テニスの森 石井弘樹・辻野隆三 6-3,6-3 石井弥起・茶圓鉄也
第74回 1999年 平11 有明テニスの森 岩渕 聡・トーマス嶋田 6-1,6-0 金子英樹・寺地貴弘
第75回 2000年 平12 有明テニスの森 岩渕 聡・高田 充 1-6,6-3,6-4 小野田倫久・金子英樹
第76回 2001年 平13 有明テニスの森 石井弥起・松下 晃 6-4,6-2 近藤大生・トーマス嶋田
第77回 2002年 平14 有明テニスの森 岩渕 聡・高田 充 7-6（4）,7-6（5）,6-4 加藤 純・トーマス嶋田
第78回 2003年 平15 有明テニスの森 寺地貴弘・トーマス嶋田 6-4,7-6（4）,6-4 加藤 純・増田健太郎
第79回 2004年 平16 有明テニスの森 佐藤博康・黎 明 7-5,6-4 岩見 亮・添田 豪
第80回 2005年 平17 有明テニスの森 岩渕 聡・松井俊英 6-4,3-6,6-3 岩見 亮・添田 豪
第81回 2006年 平18 有明テニスの森 石井弥起・近藤大生 6-4,6-2 黎 明・佐藤博康
第82回 2007年 平19 有明テニスの森 岩渕 聡・松井俊英 6-3,7-6（3） 岩橋祐介・森 智広
第83回 2008年 平20 有明テニスの森 岩渕 聡・松井俊英 6-4,6-3 伊藤竜馬・權 伍喜
第84回 2009年 平21 有明テニスの森 岩渕 聡・松井俊英 2-6,7-6（3）,6-2 岩見 亮・添田 豪
第85回 2010年 平22 有明テニスの森 岩見 亮・近藤大生 6-2,6-2 喜多文明・仁木拓人
第86回 2011年 平23 有明テニスの森 伊藤竜馬・近藤大生 6-3,7-5 内山靖崇・杉田祐一
第87回 2012年 平24 有明テニスの森 内山靖崇・田川翔太 7-6(3),6-3 伊藤竜馬・近藤大生
第88回 2013年 平25 有明テニスの森 片山翔・佐藤文平 6-2,6-4 江原弘泰・佐野紘一
第89回 2014年 平26 有明テニスの森 仁木拓人・吉備雄也 7-5,6-3 佐藤文平・片山翔
第90回 2015年 平27 有明テニスの森 綿貫裕介・綿貫陽介 6-2,6-1 佐野紘一・小ノ澤新
第91回 2016年 平28 有明テニスの森 奥大賢・長尾克己 6-3,6-4 綿貫裕介・綿貫陽介
第92回 2017年 平29 有明テニスの森 江原弘泰・片山翔 6-2,6-4 守谷総一郎・竹内研人
第93回 2018年 平30 ITC靱テニスセンター 仁木拓人・今井慎太郎 6-2,7-6(5) 清水悠太・羽澤慎治
第94回 2019年 令元 有明テニスの森 仁木拓人・今井慎太郎 7-6(3),7-6(9) 清水悠太・羽澤慎治
第95回 2020年 令2 有明テニスの森 開催されず
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