
全日本選手権（一般・ジュニア・カデット・ホープス・カブ・バンビ）女子ランキング推移①（1999年度〜2006年度）

一般2000 一般2001 一般2002 一般2003 一般2004 一般2005 一般2006 一般2007

1 小山　ちれ 大　阪 池田銀行 小山　ちれ 大　阪 池田銀行 梅村　　礼 大　阪 日本生命 梅村　　礼 大　阪 日本生命 平野早矢香 大　阪 ミキハウス 平野早矢香 大　阪 ミキハウス 金沢　咲希 大　阪 日本生命 平野早矢香 大　阪 ミキハウス 1

2 坂田　　愛 大　阪 日本生命 羽佳　純子 東　京 サンリツ 小西　　杏 大　阪 ミキハウス 藤沼　亜衣 大　阪 ミキハウス 藤井　寛子 埼　玉 淑徳大学 末益亜紗美 大　阪 日本生命 小西　　杏 静　岡 アスモ株式会社 藤井　寛子 大　阪 日本生命 2

3 梅村　　礼 大　阪 日本生命 高田　佳枝 大　阪 日本生命 小山　ちれ 大　阪 池田銀行 末益亜紗美 大　阪 日本生命 梅村　　礼 大　阪 日本生命 金沢　咲希 大　阪 日本生命 西飯　由香 東　京 健勝苑 石川　佳純 大　阪 ミキハウスＪＳＣ 3

4 西飯　美幸 京　都 健勝苑京都 西飯　由香 京　都 健勝苑 岸田　聡子 大　阪 日本生命 高橋美貴江 埼　玉 淑徳短大職員 小西　　杏 大　阪 ミキハウス 藤井　寛子 埼　玉 淑徳大学 藤沼　亜衣 大　阪 ミキハウス 小西　　杏 静　岡 アスモ株式会社 4

5 小西　　杏 大　阪 ミキハウス 小西　　杏 大　阪 ミキハウス 羽佳　純子 東　京 サンリツ 潮﨑　由香 埼　玉 淑徳大学 福原　　愛 青　森 ミキハウスＪＳＣ青森 藤田　由希 大　阪 日本生命 福原　　愛 青　森 グランプリ 樋浦　令子 大　阪 ミキハウス 5

6 羽佳　純子 東　京 サンリツ 藤沼　亜衣 大　阪 四天王寺高校 杉田　早苗 大　阪 四天王寺高校 小山　ちれ 大　阪 池田銀行 岸田　聡子 大　阪 日本生命 今福　久美 埼　玉 淑徳大学 梅村　　礼 大　阪 文化シヤッター 田㔟美貴江 岐　阜 十六銀行 6

7 河村　朋枝 東　京 第一勧業銀行 佐藤　利香 和歌山 和歌山銀行 福原　　愛 大　阪 ミキハウスJSC 平野早矢香 宮　城 仙台育英高校 藤田　由希 大　阪 日本生命 梅村　　礼 大　阪 日本生命 岸田　聡子 大　阪 日本生命 潮﨑　由香 岐　阜 十六銀行 7

8 西飯　由香 京　都 健勝苑京都 梅村　　礼 大　阪 日本生命 塩見亜矢子 大　阪 池田銀行 西飯　由香 京　都 健勝苑 樋浦　令子 大　阪 ミキハウス 高橋美貴江 岐　阜 十六銀行 佐藤　素子 東　京 卓球王国ＮＴ 照井　萌美 宮　城 秀光中等教育学校 8

9 塩見亜矢子 大　阪 松下電器 米倉　知子 大　阪 池田銀行 四元奈生美 東　京 レッツスポーツ 越崎　　歩 広　島 中国電力 西飯　由香 東　京 健勝苑 小西　　杏 大　阪 ミキハウス 高橋美貴江 岐　阜 十六銀行 渡辺　裕子 東　京 中央大学 9

10 河野　文江 京　都 健勝苑京都 谷口　直子 熊　本 富士短期大学 平野早矢香 宮　城 仙台育英高校 福原　　愛 青　森 ミキハウスJSC 柏木　有希 東　京 中央大学 福原　　愛 青　森 ミキハウスＪＳＣ青森 平野早矢香 大　阪 ミキハウス 岸田　聡子 大　阪 日本生命 10

11 樋浦　令子 大　阪 四天王寺高校 河村　朋枝 岐　阜 十六銀行 藤田　由希 大　阪 日本生命 樋浦　令子 大　阪 ミキハウスJSC 岡崎　恵子 大　阪 チームマツシタ 福岡　春菜 東　京 日本大学 樋浦　令子 大　阪 ミキハウス 脇ノ谷直子 東　京 サンリツ 11

12 武田　明子 大　阪 ミキハウス 武田　明子 大　阪 健勝苑 佐藤　素子 静　岡 アスモ 岸田　聡子 大　阪 日本生命 武田　明子 大　阪 チームマツシタ 樋浦　令子 大　阪 ミキハウス 末益亜紗美 大　阪 日本生命 福原　　愛 青　森 グランプリ 12

13 川越　真由 大　阪 ミキハウス 坂本　沙織 大　阪 四天王寺高校 藤沼　亜衣 大　阪 ミキハウス 杉田　早苗 大　阪 四天王寺高校 潮﨑　由香 埼　玉 淑徳大学 西飯　由香 東　京 健勝苑 藤井　寛子 大　阪 日本生命 金沢　咲希 大　阪 日本生命 13

14 岡崎　恵子 大　阪 日本生命 川越　真由 大　阪 健勝苑 冨永　英未 岐　阜 十六銀行 厳　　　虹 静　岡 アスモ 高橋美貴江 岐　阜 十六銀行 伊藤みどり 茨　城 筑波大学 山﨑　知春 東　京 青山学院大学 藤沼　亜衣 大　阪 ミキハウス 14

15 内藤　和子 大　阪 松下電器 高橋美貴江 福　島 淑徳大学 樋浦　令子 大　阪 四天王寺高校 坂本　沙織 大　阪 四天王寺高校 越崎　　歩 広　島 中国電力 島田小百合 東　京 東京富士大学 重本　幸恵 茨　城 筑波大学 石垣　優香 宮　城 秀光中等教育学校 15

16 樋野　真弓 岐　阜 富田高校 末益亜沙美 大　阪 日本生命 石橋　朋子 熊　本 NEC九州 藤田　由希 大　阪 日本生命 千川真智子 広　島 中国電力 厳　　　虹 静　岡 アスモ 島田小百合 東　京 東京富士大学 梅村　　礼 大　阪 文化シヤッター 16

ジュニア2000 ジュニア2001 ジュニア2002 ジュニア2003 ジュニア2004 ジュニア2005 ジュニア2006 ジュニア2007

1 藤井　寛子 大　阪 四天王寺高校 平野早矢香 宮　城 仙台育英学園高校 福原　　愛 大　阪 ミキハウスJSC 福原　　愛 青　森 ミキハウスJSC 福原　　愛 青　森 ミキハウスJSC青森 石塚美和子 大　阪 四天王寺高校 照井　萌美 宮　城 秀光中等教育学校 石川　佳純 大　阪 ミキハウスＪＳＣ 1

2 樋浦　令子 大　阪 四天王寺高校 樋浦　令子 大　阪 四天王寺高校 杉田　早苗 大　阪 四天王寺高校 伊藤みどり 大　阪 四天王寺高校 岡本真由子 岡　山 就実高校 井上　朋美 神奈川 白鵬女子高校 石垣　優香 宮　城 秀光中等教育学校 藤井　優子 大　阪 四天王寺高校 2

3 福原　　愛 大　阪 ミキハウスJSC 杉田　早苗 大　阪 四天王寺高校 今福　久美 宮　城 仙台育英学園高校 多田　一葉 宮　城 仙台育英学園高校 原　　　瞳 青　森 青森山田高校 藤井　優子 大　阪 四天王寺羽曳丘中 阿部　奈々 宮　城 秀光中等教育学校 岡崎　　恵 東　京 武蔵野中学校 3

4 福岡　春菜 大　阪 四天王寺高校 伊藤みどり 大　阪 四天王寺中学校 坂本　沙織 大　阪 四天王寺高校 大西　　綾 岡　山 就実高校 小野　思保 神奈川 白鵬女子高校 溝上　千秋 高　知 明徳義塾高校 中山　　翠 大　阪 四天王寺高校 若宮三紗子 香　川 尽誠学園高校 4

5 杉田　早苗 大　阪 四天王寺中学校 福岡　春菜 大　阪 四天王寺高校 藤谷　千穂 兵　庫 市川高校 花田　麻里 大　阪 四天王寺高校 中島　慶子 岡　山 就実高校 小野　思保 神奈川 白鵬女子高校 川村　　愛 大　阪 四天王寺高校 田中　由貴 岡　山 山陽女子高校 5

6 西岡　麻子 大　阪 四天王寺高校 坂本　沙織 大　阪 四天王寺高校 伊藤みどり 大　阪 四天王寺高校 宮本真梨子 宮　城 仙台育英学園高校 照井　萌美 宮　城 秀光中等教育学校 小川未紗希 宮　城 秀光中等教育学校 森永　愛里 三　重 白子高校 石垣　優香 宮　城 秀光中等教育学校 6

7 森山あづさ 岐　阜 富田高校 今福　久美 宮　城 仙台育英学園高校 片岡　　愛 岡　山 就実高校 中川めぐみ 大　阪 四天王寺高校 有坂　美里 東　京 武蔵野高校 亀崎　　遥 埼　玉 川口総合高校 石川　佳純 大　阪 ミキハウスＪＳＣ 池田友里佳 大　阪 ミキハウスＪＳＣ 7

8 坂本　沙織 大　阪 四天王寺中学校 三原　沙織 青　森 青森山田高校 平田　知代 青　森 青森山田高校 中村　郁美 茨　城 岩瀬日大高校 尾田紗矢佳 熊　本 慶誠高校 森永　愛里 三　重 白子高校 古川　里美 大　阪 四天王寺高校 有田　朱里 愛　媛 新田高校 8

14歳以下1999 14歳以下2001 14歳以下2002 14歳以下2003 14歳以下2004 14歳以下2005 14歳以下2006

1 伊藤みどり 大　阪 四天王寺中学校 福原　　愛 大　阪 ミキハウスＪＳＣ 山梨　有理 静　岡 沼津門池中学校 照井　萌美 宮　城 仙台育英秀光中学校 若宮三紗子 香　川 高瀬中 藤井　優子 大　阪 四天王寺羽曳丘中学校 酒井　春香 大　阪 ミキハウスＪＳＣ 石川　佳純 大　阪 ミキハウスＪＳＣ 1

2 福原　　愛 大　阪 ミキハウスJSC 中川めぐみ 大　阪 四天王寺羽曳丘中学校 岡本真由子 岡　山 就実中学校 西　　明美 鹿児島 松元中学校 石垣　優香 愛　知 卓伸ＳＣ 須磨　　睦 岡　山 就実中学校 岡崎　　恵 東　京 武蔵野中学校 白木　里佳 広　島 近大福山ジュニア 2

3 代　　瑞葉 宮　城 仙台育英学園秀光中学校 物部　南砂 岡　山 就実中学校 溝上　千秋 大　阪 個人 中山　　翠 茨　城 台原中学校 三浦　佳子 岐　阜 登龍中 玉石　美幸 奈　良 小瀬クラブ 北岡エリ子 高　知 土佐女子中学校 山本真惟子 山　口 徳地中学校 3

4 山崎　知春 大　阪 四天王寺中学校 木内　彩子 兵　庫 伊丹東中学校 石塚美和子 大　阪 四天王寺羽曳丘中学 森永　愛里 三　重 白子中学校 瀧澤　杏奈 兵　庫 丹南中 奥田のはら 宮　城 秀光中等教育学校 金江　夏見 神奈川 リトルキングス 定国　真衣 岡　山 就実中学校 4

5 東野　　茜 岡　山 山陽女子中学校 堀部　紗代 高　知 土佐女子中学校 唐沢　優佳 東　京 武蔵野中学校 川畑　　舞 宮　城 仙台育英秀光中学校 加藤亜理沙 岐　阜 美濃加茂中 中島未早希 神奈川 日産ジュニア 佐用　麻衣 大　阪 ミキハウスＪＳＣ 照井　菜美 宮　城 秀光中等教育学校 5

6 勝又夕紀子 愛　知 高蔵中学校 原　　　瞳 愛　知 高蔵中学校 小野絵理香 岡　山 就実中学校 石川　美希 青　森 青森山田中学校 中村　薫子 福　岡 糸島自然塾 原　ちひろ 青　森 青森山田中学校 池田友里佳 大　阪 ミキハウスＪＳＣ 黒澤真未子 茨　城 峰山中学校 6

7 藤本　晶子 愛　知 高蔵中学校 狭間のぞみ 宮　城 東華中学校 井上　朋美 東　京 文大杉並中学校 中島　慶子 岡　山 就実中学校 土井みなみ 宮　城 玉川中 高志　　旭 神奈川 日産ジュニア 住吉由起子 宮　城 秀光中等教育学校 市原　芹菜 高　知 明徳義塾中学校 7

8 野中　由紀 茨　城 勝田第三中学校 増井　智子 大　分 佐伯南中学校 園田さゆり 鹿児島 伊集院北中学校 早田　知世 鹿児島 松元中学校 松本　　郁 福　岡 石田卓球クラブ 小川未紗希 宮　城 秀光中等教育学校 宮﨑　詩乃 東　京 武蔵野中学校 亀崎　　絢 埼　玉 ＫＴＧクラブ 8

13歳以下1999 13歳以下2000 13歳以下2001 13歳以下2002 13歳以下2003 13歳以下2004 13歳以下2005 13歳以下2006

1 堀部　紗代 高　知 土佐女子中学校 井上　朋美 東　京 文大杉並中学校 照井　萌美 宮　城 仙台育英秀光中学校 石垣　優香 愛　知 卓伸ＳＣ 池田　好美 青　森 青森山田中 大森　玲奈 大　阪 四天王寺羽曳丘中学校 石川　佳純 大　阪 ミキハウスＪＳＣ 谷岡ゆかり 高　知 First Step 1

2 松田　寛子 山　口 島地中学校 山梨　有理 静　岡 門池中学校 森永　愛里 三　重 白子中学校 若宮三紗子 香　川 高瀬中学校 鳥居　夕華 兵　庫 加古川中部中 森薗　美咲 東　京 美鷹クラブ 森薗　美咲 青　森 青森山田中学校 佐藤　優衣 三　重 ２１クラブ 2

3 吉田亜佑美 兵　庫 松崎中学校 照井　萌美 兵　庫 その田卓研 石垣　優香 愛　知 卓伸ＳＣ 三浦　佳子 岐　阜 登龍中学校 中島美早希 神奈川 日産ジュニア 佐用　麻衣 大　阪 四天王寺羽曳丘中学校 定国　莉衣 岡　山 就実中学校 辻原　麻希 大　分 明豊中学校 3

4 挟間のぞみ 宮　城 東華中学校 小川奈都希 宮　城 仙台育英学園秀光中学校 中山　　翠 茨　城 台原中学校 瀧澤　杏奈 兵　庫 丹南中学校 玉石　美幸 奈　良 小瀬クラブ 岡崎　　恵 東　京 武蔵野中学校 天野　　優 高　知 明徳義塾中学校 寺光　加奈 山　口 川中中学校 4

5 酒井　亜季 大　阪 四天王寺羽曳丘中学校 渡辺　美里 山　梨 忍野中学校 川畑　　舞 宮　城 仙台育英秀光中学校 原田　智美 京　都 マゼスト小林 藤井　優子 大　阪 四天王寺羽曳丘中 酒井　春香 大　阪 四天王寺羽曳丘中学校 丹羽　美里 北海道 ファイナルウインJr 亀石　　藍 山　口 徳地中学校 5

6 花田　麻里 大　阪 四天王寺羽曳丘中学校 田中紗希子 岡　山 山陽中学校 下之段志保 青　森 青森山田中学校 池田　好美 愛　媛 清水クラブ 浦　　千鶴 福　岡 糸島自然塾 池田友里佳 大　阪 四天王寺羽曳丘中学校 水谷　茉央 静　岡 豊田町卓球スポーツ少年団 村上　由紀 福　岡 糸島自然塾 6

7 西浦　綾子 富　山 魚津ジュニア 穂坂　麻衣 栃　木 東陽中学校 明石　麻里 岐　阜 岐阜東中学校 中島未早希 神奈川 日産ジュニア 笠原多加恵 兵　庫 川西ギャラントム 石川　佳純 山　口 山口ジュニアクラブ 多田　光希 福　岡 豊津クラブ 高橋真梨子 大　阪 ミキハウスＪＳＣ 7

8 渡辺　美里 山　梨 忍野SS 溝上　千秋 岡　山 就実中学校 早田　知世 鹿児島 松元中学校 天野　友未 大　阪 吉岡ＳＣ 原　ちひろ 青　森 青森山田中 亀崎　　絢 埼　玉 ＫＴＧクラブ 篠藤香穂里 兵　庫 横尾中学校 滝　　理果 東　京 武蔵野中学校 8

ホープス1999 ホープス2000 ホープス2001 ホープス2002 ホープス2003 ホープス2004 ホープス2005 ホープス2006

1 福原　　愛 大　阪 ミキハウスJSC 福原　　愛 大　阪 ミキハウスＪＳＣ 浦　　千鶴 福　岡 糸島自然塾 小川未紗希 奈　良 小瀬クラブ 酒井　春香 山　形 酒田卓球会館 石川　佳純 山　口 山口ジュニアクラブ 高橋真梨子 大　阪 星野クラブ 谷岡あゆか 高　知 First Step 1

2 西浦　綾子 富　山 魚津ジュニア 川畑　　舞 石　川 西海小卓球教室 中島未早希 神奈川 日産ジュニアクラブ 玉石　美幸 奈　良 小瀬クラブ 池田友里佳 兵　庫 小浜卓球Jr 亀崎　　絢 埼　玉 ＫＴＧクラブ 村上　由紀 福　岡 糸島自然塾 佐藤　風薫 愛　知 卓伸クラブ 2

3 田中紗希子 兵　庫 その田卓研 福留　真代 大　阪 育徳ｸﾗﾌﾞ 若宮三紗子 香　川 多度津スポーツ少年団 藤井　優子 奈　良 小瀬クラブ 天野　　優 和歌山 和銀卓球クラブ 水谷　茉央 静　岡 豊田町スポ少 辻原　麻希 大　分 無限塾Ｊｒ 村上　　優 愛　媛 大西卓球Jr 3

4 渡辺　美里 山　梨 忍野村卓球スポ少 佐々木優紀 茨　城 東海ジュニア卓球クラブ 川村　　愛 神奈川 日産ジュニアクラブ 一宮　沙紀 福　岡 糸島自然塾 中尾ゆうこ 香　川 相原スクール 森薗　美咲 東　京 美鷹クラブ 道端　真乃 石　川 真名井スポーツ少年団 三浦由美子 東　京 Meiji C.S.C 4

5 西田　　渚 神奈川 リトルキングス 中村　薫子 福　岡 糸島自然塾 清野紗由美 山　形 鳳凰卓翔会 中島未早希 神奈川 日産ジュニアクラブ 森薗　美咲 東　京 ひばりヶ丘Jr 天野　　優 和歌山 和銀卓球クラブ 佐藤　優衣 三　重 ２１クラブ　 鈴木　李茄 静　岡 ファミリースポーツ少年団 5

6 小野　思保 埼　玉 KTG 山本　佳奈 兵　庫 姫路卓研 石垣　優香 愛　知 卓伸ＳＣ 浦　　千鶴 福　岡 糸島自然塾 石川　佳純 山　口 山口ジュニアクラブ 森　美紗樹 大　阪 吉岡ＳＣ 鈴木　李茄 静　岡 ファミリースポーツ少年団 佐藤　優衣 三　重 21クラブ 6

7 岡本真由子 奈　良 高の原クラブ 照井　萌美 兵　庫 その田卓研 松本　　郁 福　岡 石田卓球クラブ 藤田麻紀子 神奈川 日産ジュニアクラブ 市川　　梓 愛　知 形原ジュニアＥＣ 藤原　彩香 高　知 First Step 池田真由佳 兵　庫 小浜クラブＪｒ 庄司　有貴 宮　城 仙台ジュニア 7

8 井上　朋美 東　京 トムジュニア 中山　　翠 茨　城 日立大沼卓球スポーツ少年団 上田　　萌 京　都 一条クラブ 岡崎　　恵 宮　城 東北卓球Ｃ＆Ｃ 多田　光希 福　岡 豊津クラブ 俵　　美幸 山　口 山口ジュニアクラブ 都築　麗未 愛　知 ピンテック 三浦　真莉 宮　城 仙台ジュニア 8

カブ1999 カブ2000 カブ2001 カブ2002 カブ2003 カブ2004 カブ2005 カブ2006

1 加藤亜理沙 岐　阜 美濃加茂スポ少 小川未紗希 奈　良 小瀬クラブ 池田友里佳 兵　庫 小浜卓球スクール 天野　　優 和歌山 和銀クラブ 𡈽田　美佳 和歌山 和銀卓球クラブ 谷岡あゆか 高　知 First Step 前田　美優 香　川 高瀬クラブ 前田　美優 香　川 高瀬クラブ 1

2 天野　友未 大　阪 吉岡卓球 藤井　優子 奈　良 小瀬クラブ 岡崎　　恵 宮　城 東北卓球Ｃ＆Ｃ 多田　光希 福　岡 豊津クラブ 松本　優希 大　分 KID'S 51 藤原　美憂 高　知 First Step 相原なつみ 香　川 相原スクール 徳永　美子 福　岡 石田卓球クラブ 2

3 田中　由貴 鳥　取 社スポーツ少年団 中島未早希 神奈川 日産ジュニアクラブ 酒井　春香 山　形 酒田卓球会館 影浦　瑞華 愛　媛 清水クラブ 片桐　彩夏 新　潟 白根アトム 鈴木　李茄 静　岡 ファミリースポーツ 岩崎　夏実 香　川 バラジュニア 森　さくら 兵　庫 伊丹卓球教室 3

4 瀧澤　杏奈 兵　庫 その田卓研 池田　好美 愛　媛 清水クラブ 松井　彩香 埼　玉 ＫＴＧクラブ 阿部　祐巳 徳　島 津田ジュニア 渡辺　由佳 静　岡 ﾌｧﾐﾘｰｽﾎﾟｰﾂ少年団 村上　　優 愛　媛 大西卓研Ｊｒ 清水　彩加 岡　山 津山倶楽部ジュニア 瀬山　咲希 静　岡 ぬまたくクラブ 4

5 岡田　彩佳 鹿児島 妙円寺卓球スポ少 浦　　千鶴 福　岡 糸島自然塾 北岡エリ子 高　知 車谷クラブ 大井奈都美 徳　島 昭和クラブ 辻原　麻希 大　分 無限塾Jr 田崎　彩織 茨　城 東海クラブ 高橋　美帆 山　口 ピンポンハウス徳山 西垣　優海 大　阪 吉岡ＳＣ 5

6 高志　　旭 神奈川 日産ジュニア 清野紗由美 山　形 鳳凰卓翔会 松澤茉里奈 長　野 下条ＪＴＣ 安達　るみ 大　分 フジヤマジュニア 山内麻祐子 奈　良 アインズ 清水　　愛 兵　庫 曹クラブ 加藤　夏海 秋　田 秋田卓球会館 森薗　美月 愛　媛 えひめＴＴＣ 6

7 土井みなみ 宮　城 東北卓球C&C 鳥居　夕華 兵　庫 小浜卓球スクール 中村　矩子 福　岡 糸島自然塾 塩本　容子 徳　島 昭和クラブ 村上　　優 愛　媛 大西クラブ 内山　春花 大　分 ＫＩＤ，Ｓ５１ 森　さくら 兵　庫 伊丹卓球教室 小室　　聖 東　京 卓楓会 7

8 谷越　麻美 富　山 魚津ジュニア 一宮　沙紀 福　岡 糸島自然塾 大森　玲奈 茨　城 岩間スポーツ少年団 後藤香穂里 兵　庫 その田卓研 川路はるか 鹿児島 妙円寺卓スポーツ少年団 清水　彩花 岡　山 津山倶楽部Ｊｒ 徳永　美子 福　岡 石田卓球クラブ 森田　彩音 静　岡 Ｓｐｉｎ’ｓ 8

バンビ1999 バンビ2000 バンビ2001 バンビ2002 バンビ2003 バンビ2004 バンビ2005 バンビ2006

1 北岡エリ子 高　知 車谷クラブ 影浦　瑞華 愛　媛 清水クラブ 武智　　瞳 愛　媛 ＭＴＣ 村上　　優 愛　媛 大西クラブ 伊井　利緒 広　島 可部町スポ少 森　さくら 兵　庫 伊丹卓球教室 瀬山　咲希 静　岡 ぬまたくクラブ 浜本　由惟 大　阪 すみよし長居ＴＣ 1

2 岡崎　　恵 宮　城 東北卓球C&C 多田　光希 福　岡 豊津クラブ 稲吉　早紀 愛　知 形原ジュニア 吉田　佳奈 広　島 ヨシダＴＴＳ 弓取　夏貴 福　岡 石田卓球クラブ 徳永　美子 福　岡 石田卓球クラブ 森田　彩音 静　岡 Ｓｐｉｎ’ｓ 三村　優果 兵　庫 三村ＴＴＣ 2

3 池田友里佳 兵　庫 小浜卓球クラブ 金子　愛美 広　島 プレーイングピンポン府中 片桐　彩夏 新　潟 新発田ジュニア 鈴木　李茄 静　岡 ビップ 徳永　美子 福　岡 石田卓球クラブ 前田　美優 香　川 高瀬クラブ 工藤　　優 青　森 鶴卓ＴＣ 馬場　麻裕 兵　庫 小浜クラブJr 3

4 塩本　容子 徳　島 津田ジュニア 荒畑　知佳 大　阪 吉岡卓球 高橋真梨子 大　阪 星野クラブ 明珍　香澄 福　井 大野クラブジュニア 松平　志穂 石　川 松平スポーツ 瀬山　咲希 静　岡 ぬまたくクラブ 北岡さと子 高　知 車谷クラブ 五十嵐麻莉依 福　島 喜多方卓球ランド 4

5 篭島江梨佳 新　潟 白根アトム 塩本　容子 徳　島 津田ジュニア 松本　優希 大　分 フジヤマジュニア 酒井　詩音 山　形 酒田卓球会館ジュニア 清水　彩加 岡　山 津山倶楽部ジュニア 真門　莉那 富　山 舟橋ジュニア　 平岡　由梨 山　口 岩国スポーツ 高橋　千矢 兵　庫 川西ギャラントム 5

6 早川　亜希 愛　知 ポピンズ 森　美紗樹 大　阪 吉岡卓球 浜田　美優 徳　島 和田島クラブ 狩俣　道世 沖　縄 りゅうぎんジュニア 大平夕梨華 三　重 度会卓球クラブ 加藤みなみ 徳　島 助任ヤング　 内田　彩花 長　野 堀金ＪＴＣ 横山　茉穂 兵　庫 姫路卓研 6

7 酒井　春香 山　形 黒森スポ少 天野　 優 和歌山 和銀卓球クラブ 高橋　結女 新　潟 ＤＪクラブ 三浦　真莉 宮　城 仙台ジュニアクラブ 森　さくら 兵　庫 伊丹卓球教室 今井　望貴 広　島 広島フェニックス 桑原結梨奈 新　潟 白根アトム 堀越　麻菜 宮　城 卓勝ＪＯＹクラブ 7

8 中村　矩子 福　岡 糸島自然塾 水谷　茉央 静　岡 豊田町卓球スポーツ少年団 村上万由子 山　口 由宇マーベルス 松平　志穂 石　川 松平スポーツ 相川　　遥 富　山 魚津ジュニア 山本亜由美 広　島 庄原卓球スポ少 芝田　沙季 千　葉 旭スタークラブⅡ 加藤　美優 東　京 美鷹クラブ 8

1999年度（H11年度） 2004年度（H16年度） 2005年度（H17年度） 2006年度（H18年度）2000年度（H12年度） 2001年度（H13年度） 2002年度（H14年度） 2003年度（H15年度）
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全日本選手権（一般・ジュニア・カデット・ホープス・カブ・バンビ）女子ランキング推移②（2007年度〜2014年度）

一般2008 一般2009 一般2010 一般2011 一般2012 一般2013 一般2014 一般2015

1 平野早矢香 大　阪 ミキハウス 平野早矢香 大　阪 ミキハウス 王　　　輝 茨　城 日立化成 石川　佳純 大　阪 ミキハウスＪＳＣ 福原　　愛 東　京 ＡＮＡ 福原　　愛 東　京 ＡＮＡ 石川　佳純 山　口 全農 石川　佳純 山　口 全農 1

2 樋浦　令子 大　阪 ミキハウス 王　　　輝 茨　城 日立化成 藤沼　亜衣 東　京 日立化成 藤井　寛子 大　阪 日本生命 石川　佳純 山　口 全農 石川　佳純 山　口 全農 森　さくら 大　阪 昇陽高校 森薗　美咲 茨　城 日立化成 2

3 石川　佳純 大　阪 ミキハウスＪＳＣ 福原　　愛 東　京 ＡＮＡ 樋浦　令子 大　阪 ミキハウス 福原　　愛 東　京 ＡＮＡ 田代　早紀 大　阪 日本生命 松澤茉里奈 埼　玉 淑徳大学 若宮三紗子 大　阪 日本生命 前田　美優 福　岡 希望が丘高校 3

4 照井　萌美 東　京 早稲田大学 森薗　美咲 青　森 青森山田高校 平野早矢香 大　阪 ミキハウス 藤沼　亜衣 茨　城 日立化成 平野早矢香 大　阪 ミキハウス 藤井　寛子 大　阪 日本生命 福原　　愛 東　京 ＡＮＡ 石垣　優香 大　阪 日本生命 4

5 田㔟美貴江 東　京 十六銀行 河村　茉依 茨　城 日立化成 石川　佳純 大　阪 ミキハウスJSC 森薗　美咲 青　森 青森山田高校 森薗　美咲 東　京 日立化成 小野　思保 東　京 日立化成 平野早矢香 大　阪 ミキハウス 松平　志穂 大　阪 ミキハウス 5

6 河村　茉依 茨　城 日立化成 渡辺　裕子 大　阪 ミキハウス 石垣　優香 埼　玉 淑徳大学 渡辺　裕子 茨　城 日立化成 若宮三紗子 大　阪 日本生命 田代　早紀 大　阪 日本生命 田代　早紀 大　阪 日本生命 佐藤　　瞳 北海道 札幌大谷高校 6

7 小西　　杏 静　岡 アスモ株式会社 石川　佳純 大　阪 ミキハウスJSC 渡辺　裕子 茨　城 日立化成 平野早矢香 大　阪 ミキハウス 藤井　優子 大　阪 日本生命 岡本真由子 東　京 サンリツ 土井みなみ 広　島 中国電力 平野　美宇 東　京 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ 7

8 若宮三紗子 香　川 尽誠学園高校 金沢　咲希 大　阪 日本生命 田㔟美貴江 東　京 十六銀行 高橋真梨子 大　阪 四天王寺高校 石垣　優香 埼　玉 淑徳大学 藤井　優子 大　阪 日本生命 加藤　杏華 岐　阜 県立岐阜商業高校 伊藤　美誠 大　阪 スターツＳＣ 8

9 藤沼　亜衣 大　阪 ミキハウス 藤井　寛子 大　阪 日本生命 藤井　寛子 大　阪 日本生命 田代　早紀 大　阪 日本生命 松澤茉里奈 埼　玉 淑徳大学 狭間のぞみ 岐　阜 十六銀行 河村　茉依 静　岡 アスモ(株) 松澤茉里奈 茨　城 日立化成 9

10 福原　　愛 東　京 ＡＮＡ 藤井　優子 大　阪 四天王寺高校 福原　　愛 東　京 ＡＮＡ 若宮三紗子 大　阪 日本生命 藤井　寛子 大　阪 日本生命 森　さくら 大　阪 昇陽高校 加藤　美優 東　京 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ 田代　早紀 大　阪 日本生命 10

11 伊藤みどり 茨　城 筑波大学 真田　由香 三　重 ２１クラブ 福平　　暁 茨　城 日立化成 小西　　杏 山　口 個人 中島未早希 東　京 早稲田大学 根本　理世 福　島 中央大学 根本　理世 岐　阜 十六銀行 山本　　怜 東　京 中央大学 11

12 野中　由紀 茨　城 筑波大学 亀崎　　遥 埼　玉 早稲田大学 藤井　優子 大　阪 近畿大学 𡈽田　美紀 広　島 中国電力 前田　美優 大　阪 ミキハウスJSC 加藤　美優 東　京 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ 中島未早希 東　京 サンリツ 加藤　美優 東　京 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ 12

13 潮﨑　由香 岐　阜 十六銀行 岸田　聡子 大　阪 日本生命 小林　　泉 静　岡 アスモ 山梨　有理 岐　阜 十六銀行 岡本真由子 東　京 サンリツ 山梨　有理 岐　阜 十六銀行 成本　綾海 京　都 同志社大学 松本　優希 大　阪 ミキハウス 13

14 福岡　春菜 広　島 中国電力 大岡　博華 静　岡 アスモ 森薗　美咲 青　森 青森山田高校 天野　　優 高　知 明徳義塾高校 福岡　春菜 広　島 中国電力 福岡　春菜 広　島 中国電力 天野　　優 東　京 サンリツ 酒井　春香 大　阪 ミキハウス 14

15 藤井　優子 大　阪 四天王寺高校 田㔟美貴江 東　京 十六銀行 岡崎　　恵 東　京 武蔵野高校 石垣　優香 埼　玉 淑徳大学 小野　思保 東　京 サンリツ 若宮三紗子 大　阪 日本生命 丹羽　美里 埼　玉 淑徳大学 若宮三紗子 大　阪 日本生命 15

16 岸田　聡子 大　阪 日本生命 若宮三紗子 京　都 立命館大学 河村　悠加 広　島 中国電力 藤井　優子 大　阪 近畿大学 山梨　有理 岐　阜 十六銀行 天野　　優 東　京 サンリツ 芝田　沙季 大　阪 四天王寺高校 牛嶋　星羅 埼　玉 正智深谷高校 16

ジュニア2008 ジュニア2009 ジュニア2010 ジュニア2011 ジュニア2012 ジュニア2013 ジュニア2014 ジュニア2015

1 石川　佳純 大　阪 ミキハウスＪＳＣ 石川　佳純 大　阪 ミキハウスJSC 石川　佳純 大　阪 ミキハウスJSC 三宅菜津美 岡　山 就実高校 谷岡あゆか 東　京 ｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ/帝京 松平　志穂 大　阪 四天王寺高校 加藤　美優 東　京 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ 伊藤　美誠 大　阪 スターツＳＣ 1

2 藤井　優子 大　阪 四天王寺高校 森薗　美咲 青　森 青森山田高校 森薗　美咲 青　森 青森山田高校 松本　優希 大　阪 四天王寺高校 平野　美宇 山　梨 ミキハウスJSC山梨 浜本　由惟 東　京 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ 平野　美宇 東　京 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ 早田　ひな 福　岡 石田卓球クラブ 2

3 田代　早紀 岡　山 山陽女子高校 酒井　春香 大　阪 四天王寺高校 鈴木　李茄 東　京 エリートアカデミー 谷岡あゆか 東　京 エリートアカデミー/帝京 松平　志穂 大　阪 四天王寺高校 森　さくら 大　阪 昇陽高校 浜本　由惟 東　京 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ 平野　美宇 東　京 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ 3

4 森薗　美咲 青　森 青森山田中学校 市川　　梓 愛　知 名経大高蔵高校 森　美紗樹 高　知 明徳義塾高校 永田　彩夏 山　口 岩国商業高校 前田　美優 大　阪 ミキハウスJSC 宋　　恵佳 青　森 青森山田高校 阿部　愛莉 大　阪 四天王寺高校 木村　香純 大　阪 ミキハウスJSC 4

5 伊積ひかり 東　京 武蔵野高校 岡崎　　恵 東　京 武蔵野高校 谷岡あゆか 東　京 エリートアカデミー 宋　　恵佳 青　森 青森山田中学校 高橋　美帆 山　口 岩国商業高校 佐藤　　瞳 北海道 尾札部中学校 佐藤　　瞳 北海道 札幌大谷高校 浜本　由惟 東　京 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ/大原学園 5

6 須磨　　睦 岡　山 就実高校 鈴木　李茄 東　京 エリートアカデミー 前田　美優 大　阪 ミキハウスJSC 高橋　美帆 山　口 徳地中学校 伊藤　美誠 静　岡 豊田町卓球ｽﾎﾟｰﾂ少年団 森薗　美月 大　阪 四天王寺高校 前田　美優 福　岡 希望が丘高校 橋本帆乃香 大　阪 四天王寺高校 6

7 岡崎　　恵 東　京 武蔵野中学校 谷岡あゆか 東　京 エリートアカデミー 松本　優希 大　阪 四天王寺高校 𡈽田　美佳 高　知 明徳義塾高校 成本　綾海 大　阪 四天王寺高校 石川　梨良 東　京 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ 森　さくら 大　阪 昇陽高校 芝田　沙季 大　阪 四天王寺高校 7

8 酒井　春香 大　阪 四天王寺高校 佐藤　優衣 三　重 ２１クラブ 宋　　恵佳 青　森 青森山田中学校 松平　志穂 大　阪 ミキハウスＪＳＣ 佐藤　　瞳 北海道 尾札部中学校 楠川　愛子 徳　島 城南高校 平　真由香 埼　玉 正智深谷高校 三條　裕紀 大　阪 四天王寺高校 8

14歳以下2007 14歳以下2008 14歳以下2009 14歳以下2010 14歳以下2011 14歳以下2012 14歳以下2013 14歳以下2014

1 亀石　　藍 山　口 徳地中学校 鈴木　李茄 東　京 エリートアカデミー 松平　志穂 大　阪 ミキハウスJSC 前田　美優 大　阪 ミキハウスＪＳＣ 平　真由香 埼　玉 Shochi Jr 平野　美宇 山　梨 ミキハウスJSC山梨 加藤　美優 東　京 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ 塩見　真希 大　阪 ミキハウスJSC 1

2 松本　優希 大　分 明豊中学校 谷岡あゆか 東　京 エリートアカデミー 高橋　美帆 山　口 徳地中学校 森　さくら 青　森 青森山田中学校 奥下　茜里 岡　山 就実中学校 三條　裕紀 大　阪 ミキハウスJSC 木村　香純 大　阪 ミキハウスJSC 鈴木　琴音 大　阪 ミキハウスJSC 2

3 谷岡あゆか 宮　城 秀光中等教育学校 佐藤　優衣 三　重 ２１クラブ 宋　　恵佳 青　森 青森山田中学校 徳永　美子 大　阪 ミキハウスJSC 佐藤　　瞳 北海道 尾札部中学校 熊中　理子 高　知 明徳義塾中学校 笹尾明日香 神奈川 横浜隼人中学校 丸　怜央奈 京　都 田阪卓研 3

4 遠部　倫子 岡　山 新芳クラブ 成本　綾海 大　阪 ミキハウスJSC 明神　佑実 高　知 土佐女子中学校 安藤みなみ 青　森 青森山田中学校 塩谷　真由 和歌山 ラブオールJr 橋本帆乃香 大　阪 ミキハウスJSC 梅村　優香 大　阪 ミキハウスJSC 早田　ひな 福　岡 石田卓球クラブ 4

5 池田真由佳 大　阪 ミキハウスJSC 庄司　有貴 青　森 青森山田中学校 山本　　怜 青　森 青森山田中学校 森薗　美月 愛　媛 えひめＴＴＣ 竹本　朋世 高　知 明徳義塾中学校 弓立美沙輝 岡　山 山陽女子中学校 木村　光歩 岡　山 山陽女子中学校 宮﨑　　翔 大　阪 ミキハウスJSC 5

6 小道野　結 神奈川 横浜隼人中学校 荒木　悠里 岐　阜 長森中学校 前瀧　初音 兵　庫 大沢中学校 伊豆丸咲希 福　岡 石田卓球クラブ 金子　碧衣 千　葉 和洋国府台女子中学校 加藤結有子 東　京 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ 早田　ひな 福　岡 石田卓球クラブ 青木　千佳 福　井 ミナミラボ 6

7 辻原　麻希 大　分 明豊中学校 池上　玲子 兵　庫 有野中学校 橋本麻里奈 富　山 出町中学校 美濃口千夏 神奈川 横浜隼人中学校 玉石　幸穂 奈　良 大成中学校 塩見　紗希 大　阪 ミキハウスJSC 柴田　理彩 愛　知 御津クラブ 大川　千尋 徳　島 冨田中学校 7

8 三宅菜津美 岡　山 就実中学校 山地　理穂 愛　媛 えひめＴＴＣ 柴田　佳奈 静　岡 中島ＴＣ 加藤　杏華 岐　阜 高富中学校 朝田　茉依 京　都 スイトピア 馬場　麻裕 兵　庫 大成中学校 皆川　愛華 大　阪 ＴＥＡＭ上宮 宮野　彩未 大　阪 ミキハウスJSC 8

13歳以下2007 13歳以下2008 13歳以下2009 13歳以下2010 13歳以下2011 13歳以下2012 13歳以下2013 13歳以下2014

1 佐藤　優衣 三　重 ２１クラブ 森薗　美月 愛　媛 えひめＴＴＣ 前田　美優 大　阪 ミキハウスJSC 浜本　由惟 大　阪 すみよし長居TC 平野　美宇 山　梨 ミキハウスJSC山梨 加藤　美優 東　京 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ 青木　千佳 福　井 ミナミラボ 皆川　優香 大　阪 昇陽中学校 1

2 鈴木　李茄 宮　城 秀光中等教育学校 前田　美優 香　川 高瀬クラブ 森　さくら 青　森 青森山田中学校 森田　彩音 東　京 エリートアカデミー 伊藤　美誠 静　岡 豊田町卓球ｽﾎﾟｰﾂ少年団 伊藤　美誠 静　岡 豊田町卓球ｽﾎﾟｰﾂ少年団 宮﨑　　翔 大　阪 ミキハウスJSC 長﨑　美柚 神奈川 岸田クラブ 2

3 藤原　美葵 高　知 土佐女子中学校 石川　梨良 山　口 山口ジュニアクラブ 安藤みなみ 青　森 青森山田中学校 平　真由香 埼　玉 Shochi Jr 馬場　麻裕 兵　庫 小浜クラブJr 木村　光歩 岡　山 山陽女子中学校 塩見　真希 大　阪 ミキハウスJSC 三村　梨奈 高　知 明徳義塾中学校 3

4 田﨑　彩織 茨　城 泉丘中学校 政本ひかり 奈　良 三笠中学校 加藤　杏華 岐　阜 高富中学校 加藤　美優 東　京 Ｔ.Ｏ.Ｍ 小脇　瑞穂 高　知 明徳義塾中学校 梅村　優香 大　阪 ミキハウスJSC 岡崎　日和 埼　玉 ＫＴＧクラブ 出雲　美空 大　阪 ミキハウスJSC 4

5 前田　美優 香　川 高瀬クラブ 松平　志穂 大　阪 ミキハウスJSC 徳永　美子 大　阪 ミキハウスJSC 瀬山　咲希 静　岡 ぬまたくクラブ 弓立美沙輝 岡　山 山陽女子中学校 三村　優果 高　知 明徳義塾中学校 宮野　彩未 大　阪 ミキハウスJSC 谷渡　亜美 岐　阜 登龍中学校 5

6 森薗　美月 愛　媛 えひめTTC 宋　　恵佳 青　森 青森山田中学校 森田　彩音 静　岡 Ｓｐｉｎ'ｓ 平野　美宇 山　梨 ミキハウスJSC山梨 熊中　理子 高　知 明徳義塾中学校 木村　香純 大　阪 ミキハウスJSC 三村　梨奈 兵　庫 三村Ｔ.Ｔ.Ｃ 河野　凪紗 山　口 玖珂中学校 6

7 荒木　悠里 岐　阜 長森中学校 相原なつみ 岡　山 就実中学校 芝田　沙季 千　葉 千城クラブ 中澤　　紬 青　森 青森山田中学校 加藤結有子 東　京 ｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ 永目　真唯 高　知 明徳義塾中学校 皆川　優香 大　阪 ＴＥＡＭ上宮 出澤　杏佳 茨　城 日立大沼卓球 7

8 大野　順子 岐　阜 長森中学校 柴田　佳奈 静　岡 庄内中学 竹前裕美子 長　野 須坂東中学校 伊藤　美誠 静　岡 豊田町卓球スポ少 橋本帆乃香 大　阪 ミキハウスJSC 笹尾明日香 神奈川 横浜隼人中学校 鈴木　琴音 大　阪 ミキハウスJSC 三浦千緋呂 大　阪 ミキハウスJSC 8

ホープス2007 ホープス2008 ホープス2009 ホープス2010 ホープス2011 ホープス2012 ホープス2013 ホープス2014

1 前田　美優 香　川 高瀬クラブ 前田　美優 香　川 高瀬クラブ 浜本　由惟 東　京 すみよしクラブ 加藤　美優 東　京 Ｔ．Ｏ．Ｍ 加藤　美優 東　京 ＴＫＯクラブ 塩見　真希 愛　媛 えひめＴＴＣ 桑原　穂実 静　岡 豊田町卓球ｽﾎﾟｰﾂ少年団 長﨑　美柚 神奈川 岸田クラブ 1

2 松平　志穂 石　川 松平スポーツ 森薗　美月 愛　媛 えひめＴＴＣ 佐藤　　瞳 北海道 南芽部少年団 馬場　麻裕 兵　庫 小浜クラブJr 平野　美宇 山　梨 ミキハウスJSC山梨 早田　ひな 福　岡 石田卓球クラブ 長﨑　美柚 神奈川 岸田クラブ 高橋あかり 東　京 マイダス 2

3 加藤　知秋 岐　阜 卓研ジュニア 徳永　美子 福　岡 石田卓球クラブ 平　真由香 埼　玉 Ｓｈｏｃｈｉ Jr 平野　美宇 山　梨 ミキハウスJSC山梨 伊藤　美誠 静　岡 豊田町卓球ｽﾎﾟｰﾂ少年団 平野　美宇 山　梨 ミキハウスJSC山梨 出雲　美空 石　川 とりやクラブ 川北　帆香 埼　玉 Shochi Jr 3

4 岩﨑　夏実 香　川 バラジュニア 安藤みなみ 愛　知 卓伸クラブ 馬場　麻裕 兵　庫 小浜クラブJr 橋本帆乃香 愛　知 卓伸クラブ 木村　香純 千　葉 トトロクラブ 伊藤　美誠 静　岡 豊田町卓球ｽﾎﾟｰﾂ少年団 浅井　一恵 愛　知 ピンテック 横山　　瞳 東　京 秋川クラブ 4

5 八島　柚伊 福　島 平野卓球スポーツ少 森　さくら 兵　庫 伊丹卓球教室 田口瑛美子 山　口 ソフィア 合田あかり 兵　庫 その田卓研 塩見　真希 愛　媛 えひめＴＴＣ 桑原　穂実 静　岡 豊田町卓球ｽﾎﾟｰﾂ少年団 谷渡　亜美 岐　阜 美崎クラブ 江上　明里 福　岡 Shochi Jr.瀬高 5

6 伊井　利緒 広　島 伊井卓球ＣＯ． 森田　彩音 静　岡 Ｓｐｉｎ'ｓ 森田　彩音 静　岡 Ｓｐｉｎ'ｓ 三條　裕紀 宮　城 仙台ジュニアクラブ 石田　　茜 愛　知 卓伸クラブ 宮﨑　　翔 熊　本 城山ひのくにジュニア 三浦千緋呂 山　口 徳山卓研スポ少 菅澤柚花里 神奈川 酒匂卓球キッズ 6

7 宋　　恵佳 神奈川 日産ジュニアクラブ 西垣　優海 奈　良 小瀬クラブ 渋谷　京香 東　京 美鷹クラブ 加藤結有子 愛　知 ピンテック 木村　光歩 岡　山 瀬戸内卓球ｽﾎﾟｰﾂ少年団 永道麻依加 福　岡 石田卓球クラブ 川北　帆香 埼　玉 Shochi Jr 出澤　杏佳 茨　城 日立大沼卓球 7

8 徳永　美子 福　岡 石田卓球クラブ 加藤　杏華 岐　阜 卓研ジュニアクラブ 石川　梨良 山　口 山口ジュニアクラブ 熊中　理子 福　岡 石田卓球クラブ 三村　優果 兵　庫 三村ＴＴＣ 青木　萌恵 埼　玉 Ｔ.Ｔ.Ｃ平屋 小林　光優 神奈川 丸子橋卓球スタジオ 中森　帆南 兵　庫 川西ギャラントム 8

カブ2007 カブ2008 カブ2009 カブ2010 カブ2011 カブ2012 カブ2013 カブ2014

1 瀬山　咲希 静　岡 ぬまたくクラブ 加藤　美優 東　京 美鷹クラブ 平野　美宇 山　梨 ミキハウスJSC山梨 伊藤　美誠 静　岡 豊田町卓球スポ少 皆川　優香 大　阪 浜寺ｱｽﾘｰﾄ倶楽部 長﨑　美柚 神奈川 岸田クラブ 伊東　心優 静　岡 太陽卓球クラブ 木原　美悠 兵　庫 ＡＬＬ ＳＴＡＲ 1

2 浜本　由惟 大　阪 すみよし長居ＴＣ 平野　美宇 山　梨 平野卓研 加藤　美優 東　京 美鷹クラブ 塩見　真希 愛　媛 えひめＴＴＣ 長﨑　美柚 神奈川 岸田クラブ 出澤　杏佳 茨　城 日立大沼卓球 中森　帆南 兵　庫 川西ギャラントム 小野　立夢 埼　玉 ＴＫＯクラブ 2

3 石川　梨良 山　口 山口ジュニアクラブ 浜本　由惟 大　阪 すみよし長居T･C 伊藤　美誠 静　岡 豊田町卓球スポ少 早田　ひな 福　岡 石田卓球クラブ 出雲　美空 石　川 鳥屋クラブジュニア 大川　真実 香　川 ＯＭＪＴ 遠山　美涼 埼　玉 Ｔ.Ｔ.Ｃ平屋 横井　咲桜 岐　阜 Ｏ.Ｔ.Ｔ.Ｃ 3

4 原田　幸子 島　根 津宮クラブ 五十嵐麻莉依 福　島 喜多方卓球ランド 合田あかり 兵　庫 その田卓研 青木　千佳 福　井 ミナミラボ 三村　梨奈 兵　庫 三村ＴＴＣ 津隈　愛佳 兵　庫 ＡＬＬ ＳＴＡＲ 小野　立夢 埼　玉 ＴＫＯクラブ 大藤　沙月 福　井 ﾌｪﾆｯｸｽ卓球ｸﾗﾌﾞ 4

5 芝田　沙季 千　葉 千城クラブ 三條　裕紀 宮　城 仙台ジュニアクラブ 井　　絢乃 福　岡 石田卓球クラブ 谷渡　亜美 岐　阜 美崎クラブ 船場　清華 青　森 むつ卓翔会 末貞　陽和 山　口 さくら組ジュニア 木原　美悠 兵　庫 ＡＬＬ ＳＴＡＲ 高橋　奈未 福　岡 豊前ＴＣ 5

6 中澤　　紬 東　京 美鷹クラブ 横山　茉穂 兵　庫 姫路卓研 三村　優果 兵　庫 三村ＴＴＣ 出雲　美空 石　川 鳥屋クラブJr 浅井　一恵 愛　知 ピンテック 福田　晴菜 東　京 Ｔ.Ｏ.Ｍ 村上　　宝 愛　媛 大西卓球Jr 原　　芽衣 栃　木 城山卓球ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ 6

7 石田　　葵 愛　知 ピンテック 小脇　瑞穂 兵　庫 華兵卓球 木村　光歩 岡　山 T・Cマルカワ 青木　萌恵 埼　玉 Ｔ.Ｔ.Ｃ平屋 津隈　愛佳 兵　庫 ＡＬＬ ＳＴＡＲ 森　　愛美 愛　知 美崎クラブ 上田　愛佳 群　馬 ＲＲＣ 赤江　夏星 兵　庫 ＴＴＣムラタ 7

8 渋谷　京香 東　京 美鷹クラブ 熊中　理子 福　岡 石田卓球クラブ 白水はるな 福　岡 糸島自然塾 江戸　絢音 兵　庫 伊丹卓球教室 郡山　七海 岡　山 瀬戸内卓球ｽﾎﾟｰﾂ少年団 阿久根あかり 山　形 双葉卓球クラブ 鶴岡　美菜 愛　知 ピンテック 山﨑　唯愛 広　島 ピンポンカベ 8

バンビ2007 バンビ2008 バンビ2009 バンビ2010 バンビ2011 バンビ2012 バンビ2013 バンビ2014

1 平野　美宇 山　梨 平野卓研 伊藤　美誠 静　岡 豊田町卓球スポ少 桑原　穂実 静　岡 豊田町卓球スポ少 長﨑　美柚 神奈川 岸田クラブ 木原　美悠 兵　庫 ＡＬＬ ＳＴＡＲ 木原　美悠 兵　庫 ＡＬＬ ＳＴＡＲ 原　　芽衣 栃　木 小山ｼﾞｭﾆｱ卓球ｸﾗﾌﾞ 堀江　うた 兵　庫 スポーツ21峰相 1

2 加藤　美優 東　京 美鷹クラブ 塩見　真希 愛　媛 えひめＴＴＣ 工藤　　夢 青　森 鶴卓ＴＣ 大川　真実 香　川 ＯＭＪＴ 中森　帆南 兵　庫 川西ギャラントム 大藤　沙月 福　井 大野クラブジュニア 阿久根みこ 山　形 双葉卓球クラブ 大塚　未来 埼　玉 大塚クラブ 2

3 伊藤　美誠 静　岡 豊田町卓球スポ少 岡本　彩里 宮　城 仙台ジュニアクラブ 川北　帆香 兵　庫 エイシン 中森　帆南 兵　庫 川西ギャラントム 萩井菜津子 青　森 ＰＰＫジュニア 小野　立夢 埼　玉 ＴＫＯクラブ 首藤　成美 福　岡 石田卓球クラブ 張本　美和 宮　城 仙台ジュニアクラブ 3

4 三村　優果 兵　庫 三村ＴＴＣ 谷渡　亜美 岐　阜 美崎岐阜 出雲　美空 石　川 鳥屋クラブJr 津隈　愛佳 兵　庫 Ｓ.Ｋ.Ｓ 村上　　宝 愛　媛 大西卓球Jr 吉井　亜紀 京　都 田阪卓研 東川　羽菜 広　島 南蔵王スポーツ 山岸　愛菜 新　潟 上越ジュニア 4

5 木村　香純 千　葉 トトロクラブ 池田　三紗 新　潟 新発田ジュニア 郡山　七海 岡　山 桃太郎卓球クラブ 川北　帆香 兵　庫 魚住エイシン 伊東　心優 静　岡 太陽クラブ 横井　咲桜 岐　阜 Ｏ.Ｔ.Ｔ.Ｃ 藤田　知子 新　潟 新発田ジュニア 川森　天詩 滋　賀 山卓 5

6 松永　美咲 岡　山 高島卓球スポ少 大川　千尋 高　知 車谷クラブ 谷渡　亜美 岐　阜 美崎クラブ岐阜 高木あかね 静　岡 豊田町卓球スポ少 菅澤柚花里 神奈川 ヨーラジュニア 面田　采巳 兵　庫 卓栄Kid's 小林　奈桜 東　京 丸善クラブ 原田　優衣 福　島 喜多方卓球ランド 6

7 中森　満也 兵　庫 川西ギャラントム 平川　　咲 埼　玉 大塚クラブ 皆川　優香 大　阪 KOSSクラブ 平野　世和 山　梨 平野卓研 小野　立夢 埼　玉 日進ジュニア 赤江　夏星 兵　庫 ＡＬＬ ＳＴＡＲ 上田　柴乃 東　京 ＴＳＩジュニア 境　　千捺 熊　本 大石卓球クラフﾞ 7

8 梶田　未来 鳥　取 社スポーツ少年団 岡崎　日和 埼　玉 ＫＴＧクラブ 稲吉　美沙 愛　知 形原ジュニアＥＣ 川本茉乃花 岡　山 Ｔ.Ｃマルカワ 鶴岡　美菜 愛　知 ピンテック 山脇　ゆき 岡　山 team SMASH 工藤　真桜 千　葉 千城クラブ 上澤　杏音 栃　木 城山卓球ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ 8
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全日本選手権（一般・ジュニア・カデット・ホープス・カブ・バンビ）女子ランキング推移③（2015年度〜2021年度）

一般2016 一般2017 一般2018 一般2019 一般2020 一般2021 一般2022

1 石川　佳純 山　口 全農 平野　美宇 東　京 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ/大原学園 伊藤　美誠 大　阪 スターツＳＣ 伊藤　美誠 大　阪 スターツＳＣ 早田　ひな 福　岡 日本生命 石川　佳純 山　口 全農 1

2 平野　美宇 東　京 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ 石川　佳純 山　口 全農 平野　美宇 東　京 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ/大原学園 木原　美悠 東　京 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ 石川　佳純 山　口 全農 伊藤　美誠 大　阪 スターツ 2

3 伊藤　美誠 大　阪 スターツＳＣ 橋本帆乃香 大　阪 四天王寺高校 永尾　尭子 静　岡 アスモ 森　さくら 大　阪 日本生命 伊藤　美誠 大　阪 スターツ 早田　ひな 福　岡 日本生命 3

4 加藤　杏華 岐　阜 十六銀行 佐藤　　瞳 大　阪 ミキハウス 石川　佳純 山　口 全農 早田　ひな 福　岡 日本生命 橋本帆乃香 大　阪 ミキハウス 木原　美悠 東　京 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ/星槎 4

5 松澤茉里奈 茨　城 日立化成 鈴木　李茄 東　京 専修大学 松澤茉里奈 岐　阜 十六銀行 佐藤　　瞳 大　阪 ミキハウス 芝田　沙季 大　阪 ミキハウス 横井　咲桜 大　阪 四天王寺高校 5

6 早田　ひな 福　岡 石田卓球クラブ 松澤茉里奈 岐　阜 十六銀行 佐藤　　瞳 大　阪 ミキハウス 加藤　美優 東　京 日本ﾍﾟｲﾝﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 木原　美悠 東　京 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ 佐藤　　瞳 大　阪 ミキハウス 6

7 浜本　由惟 東　京 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ/大原学園 石垣　優香 大　阪 日本生命 森　さくら 大　阪 日本生命 安藤みなみ 東　京 専修大学 佐藤　　瞳 大　阪 ミキハウス 平　侑里香 東　京 サンリツ 7

8 佐藤　　瞳 北海道 札幌大谷高校 三宅菜津美 広　島 中国電力 石垣　優香 大　阪 日本生命 芝田　沙季 大　阪 ミキハウス 小塩　遥菜 東　京 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ 長﨑　美柚 東　京 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ/大原学園 8

9 福原　　愛 東　京 ＡＮＡ 永尾　尭子 静　岡 アスモ 安藤みなみ 東　京 専修大学 梅村　優香 東　京 中央大学 安藤みなみ 岐　阜 十六銀行 大藤　沙月 大　阪 四天王寺高校 9

10 若宮三紗子 大　阪 日本生命 安藤みなみ 東　京 専修大学 芝田　沙季 大　阪 ミキハウス 橋本帆乃香 大　阪 ミキハウス 前田　美優 大　阪 日本生命 平　真由香 茨　城 昭和電工マテリアルズ 10

11 平野　容子 和歌山 オークワ 小道野　結 静　岡 アスモ 早田　ひな 福　岡 日本生命 平　侑里香 東　京 サンリツ 加藤　知秋 岐　阜 十六銀行 芝田　沙季 大　阪 ミキハウス 11

12 平野早矢香 大　阪 ミキハウス 芝田　沙季 大　阪 ミキハウス 大矢未早希 東　京 サンリツ 木村　光歩 広　島 中国電力 庄司　有貴 広　島 中国電力 安藤みなみ 岐　阜 十六銀行 12

13 北岡エリ子 茨　城 日立化成 森薗　美月 東　京 サンリツ 森薗　美月 東　京 サンリツ 石川　佳純 山　口 全農 田中　千秋 愛　知 豊田自動織機 宋　　恵佳 広　島 中国電力 13

14 宋　　恵佳 広　島 中国電力 加藤　杏華 岐　阜 十六銀行 前田　美優 大　阪 日本生命 塩見　真希 大　阪 四天王寺高校 出澤　杏佳 茨　城 大成女子高校 平野　美宇 東　京 日本生命 14

15 石垣　優香 大　阪 日本生命 森薗　美咲 東　京 日立化成 土井みなみ 広　島 中国電力 出澤　杏佳 茨　城 大成女子高校 森　さくら 大　阪 日本生命 前田　美優 大　阪 日本生命 15

16 土井みなみ 広　島 中国電力 前田　美優 大　阪 日本生命 橋本帆乃香 大　阪 ミキハウス 田中　千秋 愛　知 豊田自動織機 加藤　美優 東　京 日本ﾍﾟｲﾝﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 森　さくら 鹿児島 日本生命 16

ジュニア2016 ジュニア2017 ジュニア2018 ジュニア2019 ジュニア2020 ジュニア2021 ジュニア2022

1 浜本　由惟 東　京 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ/大原学園 笹尾明日香 神奈川 横浜隼人高校 長﨑　美柚 東　京 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ 出澤　杏佳 茨　城 大成女子高校 大藤　沙月 大　阪 ミキハウスJSC 大藤　沙月 大　阪 四天王寺高校 1

2 橋本帆乃香 大　阪 四天王寺高校 長﨑　美柚 東　京 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ 塩見　真希 大　阪 四天王寺高校 大藤　沙月 大　阪 ミキハウスJSC 小塩　遥菜 東　京 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ 横井　咲桜 大　阪 四天王寺高校 2

3 平野　美宇 東　京 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ 加藤　美優 東　京 吉祥寺卓球倶楽部 木原　美悠 東　京 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ 長﨑　美柚 東　京 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ/大原学園 杉田　陽南 大　阪 香ヶ丘リベルテ高校 白山　亜美 高　知 明徳義塾中・高校 3

4 梅村　優香 大　阪 四天王寺高校 早田　ひな 福　岡 希望が丘高校 大藤　沙月 大　阪 ミキハウスJSC 木原　美悠 東　京 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ 横井　咲桜 大　阪 ミキハウスJSC 菅澤柚花里 大　阪 四天王寺高校 4

5 早田　ひな 福　岡 石田卓球クラブ 梅村　優香 大　阪 四天王寺高校 出雲　美空 石　川 遊学館高校 稲吉　美沙 福　岡 希望が丘高校 菅澤柚花里 大　阪 四天王寺高校 面田　采巳 大　阪 四天王寺高校 5

6 皆川　優香 大　阪 昇陽中学校 塩見　真希 大　阪 四天王寺高校 菅澤柚花里 大　阪 ミキハウスJSC 木塚　陽菜 愛　媛 済美高校 村上　　宝 大　阪 香ヶ丘リベルテ高校 中森　帆南 大　阪 四天王寺高校 6

7 塩見　真希 大　阪 ミキハウスJSC 木村　光歩 岡　山 山陽女子高校 岡崎　日和 埼　玉 川口総合高校 青木　優佳 神奈川 横浜隼人高校 麻生　麗名 大　阪 香ヶ丘リベルテ高校 原　　芽衣 大　阪 ミキハウスJSC 7

8 山本　笙子 福　井 福井商業高校 伊藤佑希子 北海道 札幌大谷高校 千葉　菜月 石　川 遊学館高校 相馬　夢乃 石　川 遊学館高校 川北　帆香 埼　玉 正智深谷高校 赤江　夏星 大　阪 香ヶ丘リベルテ高校 8

14歳以下2015 14歳以下2016 14歳以下2017 14歳以下2018 14歳以下2019 14歳以下2021年度

1 工藤　　夢 青　森 鶴卓ＴＣ 長﨑　美柚 東　京 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ 菅澤柚花里 大　阪 ミキハウスJSC 白山　亜美 高　知 明徳義塾中・高校 大久保ひかり 北海道 札幌大谷中 1

2 浅井　一恵 愛　知 安城南中学校 相馬　夢乃 新　潟 新発田ジュニア 中森　帆南 大　阪 ミキハウスJSC 赤江　夏星 大　阪 貝塚二中 由本　楓羽 大　阪 貝塚第二中 2

3 出雲　美空 大　阪 ミキハウスJSC 本井　明梨 京　都 YHGｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 伊藤　百華 香　川 ヴィスポことひら 東川　陽菜 大　阪 貝塚二中 首藤　成美 福　岡 石田卓球クラブ 3

4 里川　奈優 高　知 明徳義塾中学校 門阪彩愛奈 静　岡 浜松修学舎中学校 伊東みらい 福　島 いわき卓球 横井　咲桜 大　阪 ミキハウスJSC 狩野　琴春 岡　山 山陽女子中 4

5 谷渡　亜美 岐　阜 登龍中学校 小畑　美月 神奈川 横浜隼人中学校 泉田　和抄 埼　玉 KYOWA KIRIN T.T.S 面田　采巳 大　阪 ミキハウスJSC 原　　芽衣 大　阪 ミキハウスJSC 5

6 藤田　奈子 新　潟 新発田ジュニア 山本　愛織 滋　賀 平ジュニア 枝広　　愛 岡　山 就実中学校 吉井　亜紀 岡　山 就実中学校 佐原のどか 福　岡 門司中 6

7 松本紗陽花 東　京 東村山ジュニア 森　　愛美 愛　知 美崎クラブ 田村　萌夏 愛　知 米田道場 小野　立夢 埼　玉 KYOWA KIRIN T.T.S 伊藤　七海 香　川 イトウTTC 7

8 桑原　穂実 埼　玉 Shochi Jr 大川　真実 大　阪 ミキハウスJSC 駒瀬　ゆめ 静　岡 浜松修学舎中学校 直江　　杏 島　根 明誠U15 清水　愛未 大　阪 ミキハウスJSC 8

13歳以下2015 13歳以下2016 13歳以下2017 13歳以下2018 13歳以下2019 13歳以下2021度

1 木原　美悠 兵　庫 ＡＬＬ ＳＴＡＲ 木原　美悠 兵　庫 ＡＬＬ ＳＴＡＲ 大藤　沙月 大　阪 ミキハウスJSC 小塩　遥菜 東　京 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ 篠原　夢空 大　阪 貝塚第二中 1

2 大藤　沙月 福　井 ﾌｪﾆｯｸｽ卓球ｸﾗﾌﾞ 中森　帆南 大　阪 ミキハウスJSC 小塩　遥菜 福　岡 石田卓球クラブ 張本　美和 宮　城 木下グループ 張本　美和 宮　城 木下グループ 2

3 大川　真実 大　阪 ミキハウスJSC 菅澤柚花里 大　阪 ミキハウスJSC 吉井　亜紀 岡　山 就実中学校 大久保ひかり 北海道 札幌大谷中学校 伊藤　詩菜 大　阪 ミキハウスJSC 3

4 出澤　杏佳 大　阪 ミキハウスJSC 横井　咲桜 岐　阜 Ｏ.Ｔ.Ｔ.Ｃ 大久保ひかり 北海道 文京台クラブ 篠原　夢空 愛　媛 松山卓球教室 吉田　一葉 山　口 さくら組ジュニア 4

5 岡田　琴菜 高　知 明徳義塾中学校 東川　陽菜 広　島 尾道向東小学校 山﨑　唯愛 島　根 明誠U15 原　　芽衣 大　阪 ミキハウスJSC 小塩　悠菜 福　岡 石田卓球クラブ 5

6 金丸　鈴華 福　岡 石田卓球クラブ 伊藤　百華 香　川 ヴィスポことひら 赤江　夏星 兵　庫 須佐野中楽興 冨田　　愛 岐　阜 長森中学校 岩木　仁香 神奈川 横浜隼人中 6

7 原田　夏鈴 京　都 黄檗中学校 由本　楓羽 岡　山 ねや卓球クラブ 小野　立夢 埼　玉 Shochi Jr 首藤　成美 福　岡 石田卓球クラブ 上澤　杏音 大　阪 貝塚第二中 7

8 川本茉乃花 岡　山 山陽女子中学校 泉田　和抄 埼　玉 協和発酵キリンＴＴＳ 由本　楓羽 岡　山 ねや卓球クラブ 伊藤　詩菜 愛　知 卓伸クラブ 遊佐　美月 三　重 和卓球クラブ 8

ホープス2015 ホープス2016 ホープス2017 ホープス2018 ホープス2019 ホープス2020 ホープス2021年度

1 木原　美悠 兵　庫 ＡＬＬ ＳＴＡＲ 木原　美悠 兵　庫 ＡＬＬ ＳＴＡＲ 小塩　遥菜 福　岡 石田卓球クラブ 吉田　一葉 山　口 さくら組ジュニア 張本　美和 宮　城 木下グループ 1

2 菅澤柚花里 神奈川 酒匂卓球キッズ 大藤　沙月 福　井 ﾌｪﾆｯｸｽ卓球ｸﾗﾌﾞ 大久保ひかり 北海道 文京台クラブ 面手　　凜 岡　山 Ｔ.Ｃマルカワ 青木　咲智 福　岡 石田卓球クラブ 2

3 大藤　沙月 福　井 ﾌｪﾆｯｸｽ卓球ｸﾗﾌﾞ 上澤　茉央 栃　木 卓桜会栃木卓球ｾﾝﾀｰ 上田　柴乃 東　京 ＴＳＩジュニア 青木　咲智 福　岡 石田卓球クラブ 面手　　凛 岡　山 Ｔ.Ｃマルカワ 3

4 遠山　美涼 埼　玉 駒場クラブ 由本　楓羽 岡　山 ねや卓球クラブ 司　　千莉 兵　庫 曹クラブ 栗山　優菜 福　岡 ＡＱクラブ 小塩　悠菜 福　岡 石田卓球クラブ 4

5 青井さくら 岡　山 ねや卓球クラブ 横井　咲桜 岐　阜 Ｏ.Ｔ.Ｔ.Ｃ 阿久根みこ 山　形 双葉卓球クラブ 岩木　仁香 神奈川 ＭＤジュニア 竹谷　美涼 福　岡 初喜ＴＴＣ 5

6 山下菜々美 岡　山 ＴＦとみやま 小塩　遥菜 岐　阜 卓研ジュニアクラブ 藤田　知子 神奈川 岸田クラブ 姚　　梓旋 愛　知 卓伸クラブ 松元　菜音 東　京 KYOWA KIRIN T.T.S 6

7 伊藤　百華 香　川 ヴィスポことひら 山﨑　唯愛 広　島 ピンポンカベ 武藤　菜要 山　形 双葉卓球クラブ 上澤　杏音 栃　木 卓桜会栃木卓球ｾﾝﾀｰ 阿部　愛未 大　分 明野ジュニア 7

8 村上　　宝 愛　媛 大西卓球Jr 原　　芽衣 栃　木 卓桜会栃木卓球ｾﾝﾀｰ 竹山　紗矢 福　岡 こぞのえ卓球 本間あかり 新　潟 新発田ジュニア 冨田　純菜 愛　知 卓伸クラブ 8

カブ2015 カブ2016 カブ2017 カブ2018 カブ2019 カブ2020 カブ2021年度

1 上田　柴乃 東　京 ＴＳＩジュニア 篠原　夢空 愛　媛 松山卓球教室 面手　　凜 岡　山 Ｔ.Ｃマルカワ 張本　美和 宮　城 木下グループ 佐藤　希未 埼　玉 マイダス 1

2 阿久根みこ 山　形 双葉卓球クラブ 堀江　うた 兵　庫 ＳＣ21峰相 張本　美和 宮　城 仙台ジュニアクラブ 竹谷　美涼 福　岡 初喜ＴＴＣ 吉田　璃乃 埼　玉 KYOWA KIRIN T.T.S 2

3 司　　千莉 兵　庫 曹クラブ 姚　　梓旋 愛　知 卓伸クラブ 青木　咲智 福　岡 石田卓球クラブ 高森　愛央 岡　山 Ｔ.Ｃマルカワ 香取悠珠子 栃　木 卓桜会栃木卓球ｾﾝﾀｰ 3

4 小林　奈桜 東　京 丸善クラブ 栗山　優菜 福　岡 高森卓球クラブ 小塩　悠菜 岐　阜 三里クラブ 佐藤　希未 埼　玉 マイダス 安藤　海凜 大　分 明野ジュニア 4

5 冨田　　愛 静　岡 富士市卓球ｽﾎﾟｰﾂ少年団 佐久間芽生 栃　木 卓桜会栃木卓球ｾﾝﾀｰ 姚　　梓旋 愛　知 卓伸クラブ 植田　　杏 埼　玉 Ｔ・Ｔ・Ｃ平屋 井上　真夕 兵　庫 ＡＬＬ ＳＴＡＲ 5

6 大塚　未来 埼　玉 大塚クラブ 岩木　仁香 神奈川 ＭＤジュニア 片上　優奈 大　阪 伊丹ジュニア大阪 藤井　葵生 山　口 ピンポンハウス徳山 駒瀬あゆみ 岐　阜 美濃加茂スポ少 6

7 岡田　実弓 岡　山 ユースリゲイン 中田　花歌 東　京 マイダス 吉本　はな 北海道 日高町ジュニア 中嶋　光稀 大　阪 羽曳野⑧ＴＴＣ 山本　玲菜 広　島 インフＴＴＳ 7

8 稲垣　幸菜 愛　知 美崎クラブ 山岸　唯菜 新　潟 上越ジュニア 萩原　怜奈 岡　山 安井クラブ 田中　咲妃 滋　賀 グリーンネットSHIGA 広山　絢葉 埼　玉 シュエット 8

バンビ2015 バンビ2016 バンビ2017 バンビ2018 バンビ2019 バンビ2020 バンビ2021年度

1 張本　美和 宮　城 仙台ジュニアクラブ 小塩　悠菜 岐　阜 卓研ジュニアクラブ 井上　真夕 兵　庫 ＡＬＬ ＳＴＡＲ 高橋　青葉 群　馬 ＴＩＴ 石田　心美 福　岡 石田卓球クラブ 1

2 姚　　梓旋 愛　知 卓伸クラブ 張本　美和 宮　城 仙台ジュニアクラブ 佐藤　希未 埼　玉 マイダス 渡辺　　葵 新　潟 新発田ジュニア 佐久間結生 栃　木 卓桜会栃木卓球ｾﾝﾀｰ 2

3 萩原　怜奈 岡　山 安井クラブ 植田　　杏 埼　玉 Ｔ.Ｔ.Ｃ平屋 安藤　海凜 大　分 明野ジュニア 岩本　詩菜 福　岡 石田卓球クラブ 吉岡　　咲 千　葉 マイダス 3

4 新治　舞羽 茨　城 東海クラブ 高森　愛央 岡　山 Ｔ.Ｃマルカワ 鹿目　海右 栃　木 卓桜会栃木卓球ｾﾝﾀｰ 廣田　夢里 神奈川 岸田クラブ 木村　朱里 山　口 さくら組ジュニア 4

5 島村　果怜 神奈川 ＭＤジュニア 立川　釉菜 広　島 ピンポンカベ 藤本　和花 東　京 丸善クラブ 吉岡　　咲 千　葉 マイダス 武井　美桜 群　馬 マエタク倶楽部 5

6 照井　莉胡 岩　手 花卓ジュニア 竹谷　美涼 福　岡 初喜ＴＴＣ 三島　悠葵 東　京 羽佳卓球倶楽部 伊藤　一花 静　岡 ぬまたくクラブ 西村　月奈 東　京 Hachitaku 6

7 竹谷　美涼 福　岡 初喜ＴＴＣ 倉嶋　杏奈 東　京 東六クラブ 橋本　唯愛 愛　知 卓伸クラブ 渡邉ひかり 千　葉 Ｔ-Field 中田　宇海 宮　城 仙台ジュニアクラブ 7

8 片上　優奈 大　阪 はばたキッズ 佐藤　希未 埼　玉 マイダス 香取悠珠子 栃　木 卓桜会栃木卓球ｾﾝﾀｰ 中田　宇海 宮　城 仙台ジュニアクラブ 伊東　紅葵 大　阪 はばたキッズ 8

新型コロナウイルス感染症予防のため

開催中止

新型コロナウイルス感染症予防のため

開催中止

新型コロナウイルス感染症予防のため

開催中止

新型コロナウイルス感染症予防のため

開催中止

新型コロナウイルス感染症予防のため

開催中止
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2018年度（H30年度）2017年度（H29年度）2015年度（H27年度） 2016年度（H28年度） 2020年度（R2年度）2019年度（R元年度）

一
般

ジ
ュ
ニ
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2022年1月24日〜1月30日：東京体育館

2021年10月29日〜10月31日：スカイホール豊田

2021年10月29日〜10月31日：スカイホール豊田

2021年度（R3年度）

14歳以下2020

13歳以下2020

2022年1月24日〜1月30日：東京体育館


