
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 鴨井一枝・小林春子 4-6,8-6,6-0 羽山住江・安宅登美子
第2回 1925年 大14 三年町コート 羽山住江・安宅登美子 6-1,6-2, 藤本八重子・大東信子
第3回 1926年 昭元 神崎川コート 羽山住江・安宅登美子 6-0,6-3 春元・沢原
第4回 1927年 昭2 慶大コート 滝口澪子・飯村敏子 6-3,9-7 楠田相子・高辻和子
第5回 1928年 昭3 豊中コート 滝口澪子・飯村敏子 6-1,6-3 戸田定代・斉藤梅子
第6回 1929年 昭4 東京ローン 朝吹磯子・小林知子 6-2,2-6,6-3 滝口澪子・飯村敏子
第7回 1930年 昭5 甲子園コート 戸田定代・増田登志江 6-1,8-6 羽山住江・小林知子
第8回 1931年 昭6 お茶の水コート 滝口澪子・小林知子 6-2,7-5 林 美喜子・岡田早苗
第9回 1932年 昭7 甲子園コート 中村千賀・棚橋糸子 6-3,6-8,6-3 南 一枝・中村美代子
第10回 1933年 昭8 お茶の水コート 林 美喜子・立花文子 6-2,6-2, 滝口澪子・岡田早苗
第11回 1934年 昭9 甲子園コート 岡田早苗・山岸久子 6-1,6-4 池田久子・富川佳津子
第12回 1935年 昭10 甲子園コート 岡田早苗・山岸久子 9-7,6-4 松平直子・原田美智子
第13回 1936年 昭11 甲子園コート 佐々倉久美・原田美智子 4-6,6-4,6-4 松平直子・山岸久子
第14回 1937年 昭12 甲子園コート M.L.ホルン・戸田定代 6-3,6-2 松平直子・山岸久子
第15回 1938年 昭13 田園コート 大浦直子・原 久子 6-4,6-3 朝長慶子・上野道子
第16回 1939年 昭14 甲子園コート 木全豊子・沢田 住 6-2,6-2 戸田定代・鴨川静代
第17回 1940年 昭15 田園コート 加茂純子・加茂幸子 6-4,6-3 木全豊子・沢田 住

1941年は開催されず
第18回 1942年 昭17 田園コート 加茂幸子・大浦直子 6-4,7-5 沢田 住・山川道子

1943〜45年は開催されず
第19回 1946年 昭21 田園コート 井上早苗・大浦直子 7-5,5-7,6-1 中牟田純子・加茂幸子
第20回 1947年 昭22 甲子園コート 井上早苗・山川道子 6-2,6-2 加茂幸子・桑名寿枝子
第21回 1948年 昭23 パレスコート 加茂幸子・朝長慶子 6-3,6-1 山川道子・辰巳定子
第22回 1949年 昭24 甲子園コート 加茂幸子・朝長慶子 6-2,6-1 桑名寿枝子・坂本スミ子
第23回 1950年 昭25 パレスコート 加茂幸子・中牟田純子 6-4,6-1 C.デッカー・シャイバー
第24回 1951年 昭26 名古屋栄コート 朝長慶子・宮城黎子 6-2,6-2 加茂幸子・中牟田純子
第25回 1952年 昭27 中モズコート 朝長慶子・宮城黎子 6--0,6-3 辰巳定子・中浴靖子
第26回 1953年 昭28 パレスコート 朝長慶子・宮城黎子 6-2,6-1 加茂幸子・原 久子
第27回 1954年 昭29 うつぼ公園コート 朝長慶子・宮城黎子 6-0,6-1 福山文子・星 進
第28回 1955年 昭30 田園コート 朝長慶子・宮城黎子 6-3,6-4 加茂幸子・中牟田純子
第29回 1956年 昭31 うつぼ公園コート 宮城黎子・井上早苗 6-3,6-1 多田敏子・多田さよ子
第30回 1957年 昭32 パレスコート 宮城黎子・中浴靖子 6-1,3-6,6-1 保田多美子・有田雅子
第31回 1958年 昭33 うつぼ公園コート 保田多美子・有田雅子 2-6,6-2,12-10 宮城黎子・井上早苗
第32回 1959年 昭34 田園コート 宮城黎子・井上早苗 6-3,4-6,6-4 保田多美子・有田雅子
第33回 1960年 昭35 うつぼ公園コート 宮城黎子・福井昭子 6-2,6-2 有田雅子・松本多美子
第34回 1961年 昭36 田園コート 宮城黎子・福井昭子 6-1,6-3 牧 幸子・秋吉澄子
第35回 1962年 昭37 うつぼ公園コート 宮城黎子・福井昭子 6-2,7-5 遠藤晶子・川上 藍
第36回 1963年 昭38 田園コート 小幡陽子・空野桂子 2-6,6-3,6-3 宮城黎子・福井昭子
第37回 1964年 昭39 うつぼ公園コート H.シュレッツ・M.シュレッツ 6-3,7-5 D.ノード・黒松和子
第38回 1965年 昭40 田園コート 太田智恵子・風呂本 操 6-4,8-6 北村淳子・鯨井芳江
第39回 1966年 昭41 うつぼ公園コート 小幡陽子・後神澄江 6-1,6-3 宮城黎子・飯田藍
第40回 1967年 昭42 田園コート 小幡陽子・後神澄江 6-4,6-8,8-6 畠中君代・福井靖子
第41回 1968年 昭43 うつぼ公園コート 飯田 藍・畠中君代 6-0,6-1 黒松和子・左手都志子
第42回 1969年 昭44 田園コート 畠中君代・村上智佳子 8-6,6-4 飯田 藍・張 晴玲
第43回 1970年 昭45 うつぼ公園コート K.ルンドクイスト・K.ハーター 6-3,6-3 畠中君代・村上智佳子
第44回 1971年 昭46 田園コート 畠中君代・村上智佳子 3-6,6-1,6-4 左手都志子・小泉弘子
第45回 1972年 昭47 うつぼ公園コート 畠中君代・村上智佳子 9-7,6-2 榎内三枝子・村上美紗子
第46回 1973年 昭48 田園コート 澤松和子・福岡加余子 6-0,6-1 左手都志子・安田和子
第47回 1974年 昭49 うつぼ公園コート 飯田 藍・野村貴洋子 6-3,1-6,6-4 福岡加余子・宮下三枝子
第48回 1975年 昭50 田園コート 楊 正順・崔 景美 6-3,6-3 松島睦子・中川清美
第49回 1976年 昭51 名城コート 佐藤直子・中川清美 6-7,7-5,6-3 B.ジョーダン・M.カリリョ
第50回 1977年 昭52 うつぼ公園コート 中川清美・塚本国代 7-6,6-0 野村貴洋子・佐治道子
第51回 1978年 昭53 朝日生命久我山コート 畠中君代・米澤そのえ 7-5,6-1 野村貴洋子・中川清美
第52回 1979年 昭54 うつぼ公園コート 中川清美・塚本国代 6-3,6-4 畠中君代・米澤そのえ
第53回 1980年 昭55 朝日生命久我山コート 畠中君代・米澤そのえ 6-2,6-3 古橋富美子・松木直子
第54回 1981年 昭56 うつぼ公園コート 古橋富美子・柳 昌子 6-2,6-3 中川清美・塚本国代
第55回 1982年 昭57 田園コート 野村貴洋子・古橋富美子 6-2,7-5 中川清美・塚本国代
第56回 1983年 昭58 うつぼ公園コート 中川清美・塚本国代 2-6,6-3,6-4 岡本久美子・井上悦子
第57回 1984年 昭59 有明テニスの森 佐藤直子・柳 昌子 6-2,6-2 伊藤和子・桑田朋子
第58回 1985年 昭60 有明テニスの森 井上悦子・柳 昌子 6-2,7-6（4） 佐藤直子・飯田 栄
第59回 1986年 昭61 有明テニスの森 佐藤直子・岡本久美子 6-0,6-0 西谷明美・溝口美貴
第60回 1987年 昭62 有明テニスの森 飯田 栄・西谷明美 1-6,6-2,6-3 溝口美貴・古橋富美子
第61回 1988年 昭63 有明テニスの森 佐藤直子・木戸脇真也 6-3,6-4 飯田 栄・西谷明美
第62回 1989年 平元 有明テニスの森 木戸脇真也・伊達公子 6-4,6-4 宮城ナナ・佐藤直子
第63回 1990年 平2 有明テニスの森 平木理化・遠藤 愛 6-4,3-6,7-5 岡川恵美子・岡本久美子
第64回 1991年 平3 有明テニスの森 平木理化・遠藤 愛 6-2,6-4 飯田 栄・宮内美澄
第65回 1992年 平4 有明テニスの森 平木理化・宮城ナナ 6-3,3-6,6-3 広瀬綾子・神尾 米
第66回 1993年 平5 有明テニスの森 平木理化・宮城ナナ 6-1,3-6,6-3 飯田 栄・木戸脇真也
第67回 1994年 平6 有明テニスの森 雉子牟田直子・田中由夏 7-5,6-2 神尾 米・石田恵子
第68回 1995年 平7 有明テニスの森 松田愛子・浅越しのぶ 6-4,7-5 佐伯美穂・長野宏美
第69回 1996年 平8 有明テニスの森 雉子牟田直子・神尾 米 4-6,6-3,7-5 杉山 愛・永富恵子
第70回 1997年 平9 有明テニスの森 佐伯美穂・吉田友佳 7-5,7-6（5） 赤堀奈緒・竹村りょうこ
第71回 1998年 平10 有明テニスの森 石田恵子・永富恵子 2-6,6-3,6-3 西俣泰子・松田愛子
第72回 1999年 平11 有明テニスの森 浅越しのぶ・久松志保 3-6,6-3,6-4 石田恵子・永富恵子
第73回 2000年 平12 有明テニスの森 井上青香・井上摩衣子 6-3,6-1 石田恵子・永富恵子
第74回 2001年 平13 有明テニスの森 平木理化・藤原里華 6-4,6-3 石田恵子・石田友子
第75回 2002年 平14 有明テニスの森 杉山 愛・藤原里華 6-2,6-2 飯島久美子・米村知子
第76回 2003年 平15 有明テニスの森 吉田友佳・佐伯美穂 7-5,6-1 岡本聖子・竹村りょうこ
第77回 2004年 平16 有明テニスの森 金 恵美・田口景子 6-7（4）,6-2,6-2 新井麻葵・手塚玲美
第78回 2005年 平17 有明テニスの森 岡本聖子・高瀬礼美 6-1,6-0 飯島久美子・波形純理
第79回 2006年 平18 有明テニスの森 飯島久美子・波形純理 7-6（6）,6-3 浜村夏美・前川綾香
第80回 2007年 平19 有明テニスの森 新井麻葵・米村知子 6-1,6-3 浜村夏美・前川綾香
第81回 2008年 平20 有明テニスの森 クルム伊達公子・藤原里華 6-3,6-1 米村明子・米村知子
第82回 2009年 平21 有明テニスの森 浜村夏美・米村知子 7-6（6）,6-4 伊藤和沙・平 知子
第83回 2010年 平22 有明テニスの森 浜村夏美・藤原里華 0-6,6-2,7-6（3） 青山修子・井上明里
第84回 2011年 平23 有明テニスの森 青山修子・高畑寿弥 6-0,6-4 秋田史帆・山本愛
第85回 2012年 平24 有明テニスの森 青山修子・波形純理 6-1,7-6(3) 二宮真琴・澤柳璃子
第86回 2013年 平25 有明テニスの森 青山修子・波形純理 7-6(5),6-2 二宮真琴・穂積絵莉
第87回 2014年 平26 有明テニスの森 二宮真琴・田中真梨 6-4,6-1 日比野菜緒・澤柳璃子
第88回 2015年 平27 有明テニスの森 久見香奈恵・高畑寿弥 6-4,6-7（9）,6-2 井上明里・宮村美紀
第89回 2016年 平28 有明テニスの森 今西美晴・大前綾希子 6-2,7-5 宮村美紀・波形純理
第90回 2017年 平29 有明テニスの森 森崎可南子・米原実令 6-0,7-5 梶谷桜舞・西本恵
第91回 2018年 平30 ITC靱テニスセンター 内島萌夏／林恵里奈 6-3,6-1 寺見かりん・首藤みなみ
第92回 2019年 令元 有明テニスの森 森崎可南子・米原実令 6-4,6-4 加治遥・波形純理
第93回 2020年 令2 有明テニスの森 開催されず

■1975年タイブレーク導入
■1979年オープン化


