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第 1 回 昭和37年10月７日　大阪靱コート
リーグ戦　１位：岩田屋２勝（九州）２位：三菱日本重工業１勝１敗（関東）日本ダンロップ２敗（関西）

第 2 回 昭和38年８月11日　田園テニスコート
日本電炉（関西）　３（複１－０　単２－０）０　親和銀行（九州）

第 3 回 昭和39年８月15日～16日　大阪靱コート
住友化学（関西）　２（複１－０　単１－１）１　三菱重工業（関東）

第 4 回 昭和40年７月31日～８月１日　田園テニスコート
吉田商店（東海）　２（複１－０　単１－１）１　三菱化成（九州）

第 5 回 昭和41年７月30日～31日　大阪靱コート
広島マツダ（中国）　２（複１－０　単１－１）１　三菱商事（関東）

第 6 回 昭和42年８月５日～６日　田園テニスコート
三菱化成（九州）　２（複０－１　単２－０）１　東京電力（関東）

第 7 回 昭和43年８月10日～11日　大阪靱コート
三菱化成黒崎（九州）　３（複１－０　単２－０）０　広島造幣局（中国）

第 8 回 昭和44年８月２日～３日　田園テニスコート
国鉄関西支社（関西）　２（複１－０　単１－１）１　協和発酵（中国）

第 9 回 昭和45年８月８日～９日　大阪靱コート
東京電力（関東）　２（複１－０　単１－１）１　協和発酵（中国）

第 10 回 昭和46年８月７日～８日　田園テニスコート
三菱化成中央研究所（関東）　２（複１－０　単１－１）１　三菱モンサント化成（東海）

第 11 回 昭和47年８月５日～６日　大阪靱コート
三菱モンサント化成（東海）　２（複０－１　単２－０）１　三菱化成中央研究所（関東）

第 12 回 昭和48年８月４日～５日　田園テニスコート
三菱モンサント四日市工場（東海）　３（複１－０　単２－０）０　三井石油化学（中国）

第 13 回 昭和49年８月３日～４日　大阪靱コート
三菱モンサント四日市工場（東海）　２（複１－０　単１－１）１　三菱化成中央研究所（関東）

第 14 回 昭和50年９月６日～７日　トピレックプラザコート
三菱化成四日市工場（東海）　３（複１－０　単２－０）０　三菱化成中央研究所（関東）

第 15 回 昭和51年８月７日～８日　大阪靱コート
三井石油化学岩国（中国）　２（複１－０　単１－１）１　三菱化成黒崎工場（九州）

第 16 回 昭和52年９月３日～４日　トピレックプラザコート
三菱モンサント化成四日市工場（東海）　２（複０－１　単２－０）１　三菱化成総合研究所（関東）

第 17 回 昭和53年９月２日～３日　大阪靱コート
三菱モンサント化成四日市工場（東海）　３（複１－０　単２－０）０　朝日生命（関東）

第 18 回 昭和54年９月１日～２日　トピレックプラザコート
三菱モンサント化成（東海）　３（複１－０　単２－０）０　いすゞ自動車川崎（関東）

第 19 回 昭和55年９月６日～７日　大阪靱コート
新日鉄広畑（関西）　２（複１－０　単１－１）１　三菱化成（関西）

第 20 回 昭和56年
三菱ガス化学（北信越）　２（複１－０　単１－１）１　新日鉄広畑（関西）

第 21 回 昭和57年９月４日～５日　大阪靱コート
三菱ガス化学水島工場（中国）　３（複１－０　単２－０）０　四鉄クラブ（四国）

第 22 回 昭和58年９月２日～４日　トピレックプラザコート
新日鉄広畑（関西）　２（複１－０　単１－１）１　三菱モンサント四日市（東海）

第 23 回 昭和59年９月１日～２日　甲子園テニスクラブ
協和発酵防府（中国）　２（複１－０　単１－１）１　本田技研（関東）

第 24 回 昭和60年８月31日～９月１日　トピレックテニスクラブ
ＮＴＴ関西（関西）　３（複１－０　単２－０）０　パンエンタープライズ（四国）

第 25 回 昭和61年８月30日～31日　甲子園テニスクラブ
日本合成ゴム四日市（東海）　２（複１－０　単１－１）１　協和発酵防府（中国）

第 26 回 昭和62年８月28日～30日　トピレックテニスクラブ
日本鋼管福山（中国）　２（複１－０　単１－１）１　大阪ガス（関西）

第 27 回 昭和63年８月26日～28日　北海道アルファリゾート
ＮＫＫ福山（中国）　２（複１－０　単１－１）１　パンエンタープライズ（四国）

第 28 回 平成元年８月25日～27日　宮城蔵王ロイヤルテニスコート
男子 台風の為、準決勝以後中止、NKK福山、旭化成延岡、大阪ガス、パンエンタープライズ（準決勝進出チーム）

第 29 回 平成２年８月24日～26日　えばらガーデンリゾート
ミドリ産業（東海）　４（複１－１　単３－０）１　大阪ガス（関西）
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第 30 回 平成３年８月23日～25日　岐阜メモリアルセンター長良川テニスプラザ
リコー（関東）　４（複２－０　単２－１）　１　新日鉄大分（九州）

第 31 回 平成４年８月21日～23日　北九州プリンスホテルテニスセンター
鹿児島信用金庫（九州）　４（複２－０　単２－１）１　協和発酵（関東）

第 32 回 平成５年８月27日～29日　諏訪湖の森テニス倶楽部
鹿児島信用金庫（九州）　３（複２－０　単１－０）０　ブリヂストンスポーツ

第 33 回 平成６年８月26日～28日　有明テニスの森公園コート
ＮＴＴ関西（関西）　３（複１－１　単２－１）２　造幣局（関西）

第 34 回 平成７年８月25日～27日　ニセコ東山プリンスホテル
ＮＴＴ関西（関西）　３（複１－１　単２－１）２　東芝本社（関東）

第 35 回 平成８年８月23日～25日　広島広域公園テニスコート
スポーツユニオン（中国）　３（複２－０　単１－１）１　松山市役所（愛媛）

第 36 回 平成９年８月29日～31日　軽井沢プリンスホテル
九州電力（九州）　２（複１－１　単１－０）１　スポーツユニオン（中国）

第 37 回 平成10年８月28日～30日　ニセコ東山プリンスホテル
雨天の為準決勝以後中止　九州電力、シメオ精密、中国電力、スポーツユニオン（準決勝進出チーム）

第 38 回 平成11年８月27日～29日　軽井沢プリンスホテル
中国電力（中国）　２（複１－０　単１－０）０　シメオ精密（北信越）

第 39 回 平成12年８月25日～27日　軽井沢プリンスホテル
シメオ精密（北信越）　２（複１－０　単１－０）０　スポーツユニオン（中国）

第 40 回 平成13年８月24日～26日　ニセコ東山プリンスホテル
JR北海道（北海道）　２（複１－１　単１－０）１　デンソー（東海）

第 41 回 平成14年８月30日～９月１日　軽井沢町営風越テニスコート・NICOSテニスクラブ軽井沢
デンソー（東海）　３（複２－０　単１－０）０　中国電力（中国）

第 42 回 平成15年８月29日～31日　軽井沢町営風越テニスコート・NICOSテニスクラブ軽井沢
JR北海道（北海道）　２（複２－０　単０－１）１　中国電力（中国）

第 43 回 平成16年８月27日～29日　ニセコ東山プリンスホテル
フンドーキン醤油（九州）　３（複２－０　単１－０）０　日本工機（東北）

第 44 回 平成17年８月26日～28日　羽鳥湖高原レジーナの森テニスコート・ブリティッシュヒルズテニスコート
しずおか信用金庫（東海）　２（複１－１　単１－０）１　フンドーキン醤油（九州）

第 45 回 平成18年８月25日～27日　軽井沢プリンスホテルテニスコート・軽井沢町営風越公園テニスコート
三菱自動車・岡崎（東海）　２（複２－０　単０－１）１　トヨタ自動車（東海）

第 46 回 平成19年８月24日～26日　帯広の森テニスコート・帯広南町テニスコート
トヨタ自動車（東海）　２（複１－１　単１－０）１　フンドーキン醤油（九州）

第 47 回 平成20年８月29日～31日　羽鳥湖高原レジーナの森テニスコート・平和郷テニスコート
中国電力（中国）　２（複１－１　単１－０）１　トヨタ自動車（東海）

第 48 回 平成21年８月28日～30日　大分スポーツ公園テニスコート・大分市営駄ノ原テニスコート
コカ・コーラウエスト（関西）　２（複２－０　単０－１）１　フンドーキン醤油（九州）

第 49 回 平成22年８月27日～29日　帯広の森テニスコート・帯広市南町テニスコート
中国電力（中国）　２（複２－０　単打ち切り）０　三菱化学・水島（中国）

第 50 回 平成23年８月26日～28日　旭川市花咲スポーツ公園テニスコート・旭川市忠和テニスコート
テニスクリエイション（九州）　２（複２－０　単０－１）１　三菱商事（東京）

第 51 回 平成24年８月24日～26日　広島広域公園テニスコート・リョーコーテニスクラブ
川口市役所（関東）　２（複２－０　単０－１）１　ルネサンス・千葉（関東）

第 52 回 平成25年８月31日～９月１日　福島市庭球場・あづま総合運動公園テニスコート
オーエスジー（東海）　２（複１－１　単１－０）１　テニスクリエイション（九州）

第 53 回 平成26年８月29日～31日　旭川市花咲スポーツ公園テニスコート・旭川市忠和テニスコート
オーエスジー（東海）　２（複１－１　単１－０）１　ルネサンス・千葉（関東）

第 54 回 平成27年８月28日～30日　帯広の森テニスコート・帯広市南町テニスコート
ルネサンス・千葉（関東）　２（複２－０　単打ち切り）０　レック興発（関東）

第 55 回 平成28年８月26日～28日　広島広域公園テニスコート・リョーコーテニスクラブ
ルネサンス・千葉（関東）　２（複１・打ち切り　単１－０）０　オーエスジー（東海）

第 56 回 平成29年８月25日～27日　和倉温泉運動公園テニスコート
JR九州（九州）　２（複１・打ち切り　単１－０）０　中国電力（中国）

第 57 回 平成30年８月24日～26日　会津総合運動公園テニスコート・あいづドーム・会津庭球場
ルネサンス・千葉（関東）　２（複２－０　単打ち切り）０　レック興発（関東）

第 58 回 2019年８月23日～25日　松山中央公園テニスコート・愛媛県総合運動公園テニスコート
みずほフィナンシャルグループ（関東）　２（複１－１　単１－０）１　JR北海道（北海道）

第 59 回 中止
第 60 回 2021年８月20日～22日　北海道札幌市平岸庭球場・手稲稲積公園テニスコート

JR北海道（北海道）　２（複１・打ち切り　単１－０）０　JR九州（九州）
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第 27 回 昭和63年８月26日～28日　北海道アルファリゾート

日本電装（東海）　３（複１－０　単２－０）０　松下電工四日市（東海）
第 28 回 平成元年８月25日～27日　宮城蔵王ロイヤルテニスコート

ＮＴＴ東京（関東）　２（複１－０　単１－１）１　松下通信（関東）
第 29 回 平成２年８月24日～26日　えばらガーデンリゾート

日本電装（東海）　２（複０－１　単２－０）１　臼杵製薬（九州）
第 30 回 平成３年８月23日～25日　岐阜メモリアルセンター長良川テニスプラザ

松下通信（関東）　２（複１－０　単１－１）１　臼杵製薬（九州）
第 31 回 平成４年８月21日～23日　北九州プリンスホテルテニスセンター

九州電力（九州）　３（複１－０　単２－０）０　北海道電力（北海道）
第 32 回 平成５年８月27日～29日　諏訪湖の森テニス倶楽部

臼杵製薬（九州）　２（複１－１　単１－０）１　島津製作所（関西）
第 33 回 平成６年８月26日～28日　有明テニスの森公園コート

九州電力（九州）　２（複１－０　単１－１）１　北海道電力（北海道）
第 34 回 平成７年８月25日～27日　ニセコ東山プリンスホテル

大東銀行（東北）　３（複１－０　単２－０）０　三菱電機（関東）
第 35 回 平成８年８月23日～25日　広島広域公園テニスコート

東京海上火災（関東）　２（複０－１　単２－０）１　三菱電機（関東）
第 36 回 平成９年８月29日～31日　軽井沢プリンスホテル

九州電力（九州）　２（複２－０　単０－１）１　三菱電機（関東）
第 37 回 平成10年８月28日～30日　ニセコ東山プリンスホテル

雨天の為準決勝以後中止　九州電力、東京海上火災、ベル食品、愛媛県教育委員会（準決勝進出チーム）
第 38 回 平成11年８月27日～29日　軽井沢プリンスホテル

北海道電力（北海道）　２（複０－１　単２－０）１　松下電器産業（関西）
第 39 回 平成12年８月25日～27日　軽井沢プリンスホテル

愛媛県教育委員会（四国）　２（複２－０　単０－１）１　九州電力（九州）
第 40 回 平成13年８月24日～26日　ニセコ東山プリンスホテル

シャープ（関西）　２（複１－１　単１－０）１　松下電器・関西（関西）
第 41 回 平成14年８月30日～９月１日　軽井沢町営風越テニスコート・NICOSテニスクラブ軽井沢

荏原製作所（関東）　２（複１－１　単１－０）１　三菱電機（関東）
第 42 回 平成15年８月29日～31日　軽井沢町営風越テニスコート・NICOSテニスクラブ軽井沢

松下電器・関西（関西）　２（複２－０　単０－１）１　シャープ（関西）
第 43 回 平成16年８月27日～29日　ニセコ東山プリンスホテル

松下電器・関西（関西）　２（複２－０　単０－１）１　いよぎん（四国）
第 44 回 平成17年８月26日～28日　羽鳥湖高原レジーナの森テニスコート・ブリティッシュヒルズテニスコート

愛媛信用金庫（四国）　２（複２－０　単０－１）１　金沢市役所（北信越）
第 45 回 平成18年８月25日～27日　軽井沢プリンスホテルテニスコート・軽井沢町営風越公園テニスコート

愛媛信用金庫（四国）　２（複１－１　単１－０）１　ゴールドマン・サックス証券（関東）
第 46 回 平成19年８月24日～26日　帯広の森テニスコート・帯広南町テニスコート

愛媛信用金庫（四国）　３（複２－０　単１－０）０　松下電器・関西（関西）
第 47 回 平成20年８月29日～31日　羽鳥湖高原レジーナの森テニスコート・平和郷テニスコート

シャープ・関西（関西）　２（複１－１　単１－０）１　シャープ・三重（東海）
第 48 回 平成21年８月28日～30日　大分スポーツ公園テニスコート・大分市営駄ノ原テニスコート

シャープ・関西（関西）　３（複２－０　単１－０）０　シャープ・三重（東海）
第 49 回 平成22年８月27日～29日　帯広の森テニスコート・帯広市南町テニスコート

シャープ・三重（東海）　３（複２－０　単１－０）０　エス・イー・ティー（北海道）
第 50 回 平成23年８月26日～28日　旭川市花咲スポーツ公園テニスコート・旭川市忠和テニスコート

テニスクリエイション（九州）　２（複１－１　単１－０）１　シャープ・三重（東海）
第 51 回 平成24年８月24日～26日　広島広域公園テニスコート・リョーコーテニスクラブ

シャープ・関西（関西）　２（複１－１　単１－０）１　三菱電機・伊丹（関西）
第 52 回 平成25年８月31日～９月１日　福島市庭球場・あづま総合運動公園テニスコート

三菱東京UFJ銀行（関東）　２（複１－１　単１－０）１　シャープ・関西（関西）
第 53 回 平成26年８月29日～31日　旭川市花咲スポーツ公園テニスコート・旭川市忠和テニスコート

ノアインドアステージ（関西）　２（複１－１　単１－０）１　シャープ・三重（東海）
第 54 回 平成27年８月28日～30日　帯広の森テニスコート・帯広市南町テニスコート

三菱電機・関西（関西）　２（複１－１　単１－０）１　中国電力（中国）
第 55 回 平成28年８月26日～28日　広島広域公園テニスコート・リョーコーテニスクラブ

三菱電機・関西（関西）　２（複１－１　単１－０）１　シャープ・亀山（東海）
第 56 回 平成29年８月25日～27日　和倉温泉運動公園テニスコート

リンクスポーツ（九州）　２（複１・打ち切り　単１－０）０　三菱電機・関西（関西）
第 57 回 平成30年８月24日～26日　会津総合運動公園テニスコート・あいづドーム・会津庭球場

キッセイ薬品工業（北信越）　２（複１－１　単１－０）１　リンクスポーツ（九州）
第 58 回 2019年８月23日～25日　松山中央公園テニスコート・愛媛県総合運動公園テニスコート

ふくおかフィナンシャルグループ（九州）　２（複１・打ち切り　単１－０）０　キッセイ薬品工業（北信越）
第 59 回 中止
第 60 回 2021年８月20日～22日　北海道札幌市平岸庭球場・手稲稲積公園テニスコート

１位 フンドーキン醤油（九州）（ブロックリーグ戦５－０）　２位 広島信用金庫（中国）（ブロックリーグ戦４－１）
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