
回数 年度 会場 優勝者 スコア 準優勝者
- 1922年 大11 - 開催されず
- 1923年 大12 - 開催されず
第1回 1924年 大13 東京ローン 黒井悌子（学習院） 6-1,6-2 鴨井一枝（天理）
第2回 1925年 大14 東京ローン 黒井悌子（大森） 9-7,6-3 安宅登美子（甲南）
第3回 1926年 昭元 神崎川コート 羽山住江（甲南） 6-3,6-1 祐成まさ枝（生野）
第4回 1927年 昭2 慶大コート 森分徳子（ハワイ） 9-7,6-2 黒井悌子（大森）
第5回 1928年 昭3 豊中コート 戸田定代（大阪ク） 6-3,6-2 小林知子（名古屋）
第6回 1929年 昭4 東京ローン 滝口澪子（ポプラ） 3-6,6-3,7-5 小林知子（名古屋）
第7回 1930年 昭5 甲子園コート 小林知子（名古屋） 6-2,6-3 戸田定代（大阪ク）
第8回 1931年 昭6 お茶の水コート 小林知子（名古屋） 7-5,7-5 林 美喜子（小石川）
第9回 1932年 昭7 甲子園コート 南 一枝（市岡高女卒） 6-8,6-4,6-3 中村千賀（大丸）
第10回 1933年 昭8 お茶の水コート 林 美喜子（小石川） 6-4,6-2 岡田早苗（ポプラ）
第11回 1934年 昭9 甲子園コート 林 美喜子（小石川） 2-6,9-7,6-0 岡田早苗（大井ク）
第12回 1935年 昭10 お茶の水コート 中野徳子（東京） 3-6,6-3,8-6 岡田早苗（田園ク）
第13回 1936年 昭11 甲子園コート 戸田定代（甲子園） 6-1,6-4 木全豊子（甲子園）
第14回 1937年 昭12 甲子園コート Marie L. Horn(GER) 6-2,6-1 佐々倉久美（ポプラ）
第15回 1938年 昭13 田園コート 木全豊子（日本生命） 2-6,6-3,6-2 加茂純子（田園）
第16回 1939年 昭14 甲子園コート 加茂純子（田園） 6-0,6-1 岩田いつ子（甲子園）
第17回 1940年 昭15 田園コート 沢田 住（甲子園） 6-4,6-2 加茂純子（田園）

1941年は開催されず
第18回 1942年 昭17 田園コート 山川道子（扇町女高） 6-2,6-2 沢田 住（甲子園）

1943〜45年は開催されず
第19回 1946年 昭21 田園コート 加茂幸子（幽光） 6-4,7-5 山川道子（池田）
第20回 1947年 昭22 甲子園コート 加茂幸子（幽光） 6-2,7-5 井上早苗（東京）
第21回 1948年 昭23 パレスコート 加茂幸子（幽光） 6-4,7-5 山川道子（池田）
第22回 1949年 昭24 甲子園コート 加茂幸子（東京） 6-0,6-1 朝長慶子（東京）
第23回 1950年 昭25 パレスコート 加茂幸子（岩田屋） 6-3,6-1 朝長慶子（東京）
第24回 1951年 昭26 名古屋栄コート 加茂幸子（岩田屋） 6-2,6-2 Charlotte Decker（東京）
第25回 1952年 昭27 中モズコート 宮城黎子（フタバヤ） 6-2,6-2 朝長慶子（東京）
第26回 1953年 昭28 パレスコート 加茂幸子（岩田屋） 6-0,6-4 宮城黎子（フタバヤ）
第27回 1954年 昭29 うつぼ公園コート 宮城黎子（フタバヤ） 6-1,6-1 福田重子（大谷高）
第28回 1955年 昭30 田園コート 加茂幸子（岩田屋） 6-2,6-1 宮城黎子（フタバヤ）
第29回 1956年 昭31 うつぼ公園コート 宮城黎子（フタバヤ） 6-3,6-8,6-4 多田敏子（稲門ク）
第30回 1957年 昭32 パレスコート 宮城黎子（フタバヤ） 6-3,6-2 多田敏子（稲門ク）
第31回 1958年 昭33 うつぼ公園コート 宮城黎子（フタバヤ） 6-1,3-6,6-2 多田敏子（稲門ク）
第32回 1959年 昭34 田園コート 宮城黎子（フタバヤ） 7-5,6-2 福井昭子（早大）
第33回 1960年 昭35 うつぼ公園コート 宮城黎子（フタバヤ） 6-2,6-0 福井昭子（朝日生命）
第34回 1961年 昭36 田園コート 宮城黎子（フタバヤ） 6-3,6-4 福井昭子（朝日生命）
第35回 1962年 昭37 うつぼ公園コート 宮城黎子（フタバヤ） 6-0,6-2 小幡陽子（同志社女大）
第36回 1963年 昭38 田園コート 宮城黎子（フタバヤ） 6-3,4-6,7-5 Dorothy Knode（東京ク）
第37回 1964年 昭39 うつぼ公園コート Helga Schultze(GER) 6-1,6-0 宮城黎子（フタバヤ）
第38回 1965年 昭40 田園コート 黒松和子（朝日生命） 3-6,6-3,6-1 宮城黎子（フタバヤ）
第39回 1966年 昭41 うつぼ公園コート 小幡陽子（朝日生命） 6-1,6-2 宮城黎子（伊勢丹ク）
第40回 1967年 昭42 田園コート 沢松和子（松蔭高） 6-2,6-3 小幡陽子（フタバヤ）
第41回 1968年 昭43 うつぼ公園コート 沢松和子（松蔭高） 6-0,6-2 畠中君代（駿台ク）
第42回 1969年 昭44 田園コート 沢松和子（松蔭女大） 6-2,4-6,6-1 畠中君代（駿台ク）
第43回 1970年 昭45 うつぼ公園コート 沢松和子（松蔭女大） 6-3,7-5 Kathleen Harter(USA)
第44回 1971年 昭46 田園コート 畠中君代（河崎ラ） 9-7,4-6,9-7 李 徳姫（韓国）
第45回 1972年 昭47 うつぼ公園コート 沢松和子（松蔭女大） 6-0,6-1 張 晴玲（早大）
第46回 1973年 昭48 田園コート 後藤秀子（伊勢丹ス） 6-2,6-4 李 徳姫（韓国）
第47回 1974年 昭49 うつぼ公園コート 左手都志子（美津濃） 3-6,6-4,6-2 福岡加余子（フタバヤ）
第48回 1975年 昭50 田園コート 楊 正順（韓国） 6-2,6-1 左手都志子（美津濃）
第49回 1976年 昭51 名城コート Barbara Jordan(USA) 7-6,6-3 中川清美（園田女大）
第50回 1977年 昭52 うつぼ公園コート 松島睦子（河崎ラ） 0-6,6-4,6-3 米沢そのえ（河崎ラ）
第51回 1978年 昭53 朝日生命久我山コート 米澤そのえ（河崎ラ） 6-2,6-1 松島睦子（河崎ラ）
第52回 1979年 昭54 うつぼ公園コート 野村貴洋子（ヨネックス） 6-3,3-6,6-4 松島睦子（河崎ラ）
第53回 1980年 昭55 朝日生命久我山コート 古橋富美子（美津濃） 6-0,6-2 野村貴洋子（ヨネックス）
第54回 1981年 昭56 うつぼ公園コート 野村貴洋子（ヨネックス） 6-2,7-5 柳 昌子（武庫川女大）
第55回 1982年 昭57 田園コート 岡川恵美子（青葉台ＴＣ） 7-6,6-1 柳 昌子（プリンスホテル）
第56回 1983年 昭58 うつぼ公園コート 雉子牟田明子（天王町ＰＴＣ） 6-3,6-0 岡本久美子（帝塚山短大）
第57回 1984年 昭59 有明テニスの森 柳 昌子（プリンスホテル） 6-1,6-2 溝口美貴（町田ク）
第58回 1985年 昭60 有明テニスの森 井上悦子（ヨネックス） 6-2,6-2 柳 昌子（プリンスホテル）
第59回 1986年 昭61 有明テニスの森 井上悦子（ヨネックス） 6-3,6-0 岡川恵美子（とうきゅう）
第60回 1987年 昭62 有明テニスの森 井上悦子（ヨネックス） 6-4,6-0 岡本久美子（フリー）
第61回 1988年 昭63 有明テニスの森 沢松奈生子（夙川学院高） 6-2,6-2 岡本久美子(オリエントリース）
第62回 1989年 平元 有明テニスの森 井上悦子（ヨネックス） 6-1,6-3 雉子牟田明子（旭硝子）
第63回 1990年 平2 有明テニスの森 岡川恵美子（とうきゅう） 1-6,6-3,6-2 雉子牟田明子（旭硝子）
第64回 1991年 平3 有明テニスの森 伊達公子（ヨネックス） 6-1,6-3 岡川恵美子（とうきゅう）
第65回 1992年 平4 有明テニスの森 伊達公子（ヨネックス） 6-2,6-2 遠藤 愛（筑波大）
第66回 1993年 平5 有明テニスの森 遠藤 愛（筑波大大学院） 7-5,6-2 坂口恵美子（とうきゅう）
第67回 1994年 平6 有明テニスの森 神尾 米（ブリヂストンＳ） 6-3,6-1 宮内美澄(デュポーム神戸）
第68回 1995年 平7 有明テニスの森 杉山 愛（オペル） 7-5,6-3 雉子牟田直子（旭硝子）
第69回 1996年 平8 有明テニスの森 杉山 愛（オペル） 4-6,7-5,6-4 雉子牟田直子（旭硝子）
第70回 1997年 平9 有明テニスの森 遠藤 愛（筑波大大学院） 6-3,6-3 吉田友佳（ミキハウス）
第71回 1998年 平10 有明テニスの森 小畑沙織（ヨネックス） 7-6（3）,6-2 岡本聖子（亜大）
第72回 1999年 平11 有明テニスの森 浅越しのぶ（ＮＥＣ） 7-6（2）,6-2 井上青香（フリー）
第73回 2000年 平12 有明テニスの森 井上青香（フリー） 6-2,6-4 浅越しのぶ（ＮＥＣ）
第74回 2001年 平13 有明テニスの森 藤原里華（北日本物産） 6-3,6-1 竹村りょうこ（荏原製作所）
第75回 2002年 平14 有明テニスの森 小畑沙織（ヨネックス） 6-2,6-1 浅越しのぶ（ＮＥＣ）
第76回 2003年 平15 有明テニスの森 吉田友佳（フリー） 6-4,6-2 佐伯美穂（TAKAGIグループ）
第77回 2004年 平16 有明テニスの森 佐伯美穂（高木工業） 7-6（12）,6-4 中村藍子（ダンロップ）
第78回 2005年 平17 有明テニスの森 森田あゆみ（パームインターナショナルTA） 4-6,6-4,6-3 米村知子（ワコール）
第79回 2006年 平18 有明テニスの森 高雄恵利加（北日本物産） 7-6（4）,6-4 中村藍子（ニッケ）
第80回 2007年 平19 有明テニスの森 中村藍子（ニッケ） 6-2,6-1 波形純理（北日本物産）
第81回 2008年 平20 有明テニスの森 クルム伊達公子（エステティックTBC） 6-3,6-3 瀬間友里加（ピーチ・ジョン）
第82回 2009年 平21 有明テニスの森 奈良くるみ（大阪産業大付高） 7-5,6-1 米村知子（ASIA PARTNERSHIP FUND）
第83回 2010年 平22 有明テニスの森 土居美咲（ミキハウス） 6-3,6-2 米村知子（ASIA PARTNERSHIP FUND）
第84回 2011年 平23 有明テニスの森 藤原里華（北日本物産） 7-6（2）,6-4 瀬間詠里花（フリー）
第85回 2012年 平24 有明テニスの森 高雄恵利加（北日本物産） 6-4,3-6,7-5 山外涼月（橋本総業）
第86回 2013年 平25 有明テニスの森 穂積絵莉（レック興発） 6-4,4-6,6-4 今西美晴（島津製作所）
第87回 2014年 平26 有明テニスの森 江口実沙（北日本物産） 2-6,6-1,6-3 澤柳璃子（ミキハウス）
第88回 2015年 平27 有明テニスの森 桑田寛子（島津製作所） 6-2,6-3 瀬間詠里花（橋本総業）
第89回 2016年 平28 有明テニスの森 大前綾希子（島津製作所） 6-4,6-4 今西美晴（島津製作所）
第90回 2017年 平29 有明テニスの森 今西美晴（島津製作所） 6-4,4-6,6-4 秋田史帆（北島水産）
第91回 2018年 平30 ITC靱テニスセンター 清水綾乃（Club MASA） 6-0,7-6(6) 澤柳瑠子（リンクス・エステート）
第92回 2019年 令元 有明テニスの森 本玉真唯（島津製作所） 4-6,6-1,6-1 秋田史帆（橋本総業ホールディングス）
第93回 2020年 令2 有明テニスの森 秋田史帆（橋本総業ホールディングス） 5-7,6-0,6-0 日比野菜緒（ブラス）

■1975年タイブレーク導入
■1979年オープン化


