
　注３：平成8年度からカブの台の高さを76cmとした。

年度 ホープス男子 ホープス女子 カブ男子 カブ女子 バンビ男子 バンビ女子
５６年 山部 　恭司 福田 　恭子

（東京） （熊本） （徳島）

５７年 徳村 　智彦 杉山 　　環

（東京） （宮崎） （青森）

５８年 徳村 　智彦 堀内 　美和

（東京） （宮崎） （青森）

５９年 田中 　卓也 河合 　雅世 竹谷 　康一 富永　 英未

（東京） （岐阜） （神奈川） （秋田） （兵庫）

６０年 稲垣 　康生 坂田 　倫子 神 　　健介 斎藤 　五月

（三重） （京都） （熊本） （青森） （青森）

６１年 仲村 錦治郎 坂田 　　愛 神 　　健介 古川 　史子 長尾　 芳昭 辻本　 理恵

（東京） （大阪） （熊本） （青森） （青森） （徳島） （兵庫）

６２年 村上 　裕和 河村 　朋枝 坂本 　哲己 藤田 　由希 松本　 晋也 高橋 美貴江

（福岡） （千葉） （岐阜） （青森） （福島） （徳島） （福島）

６３年 辻本　 真也 河野 　文江 長尾 健太郎 西村 まゆみ 熊田　 智幸 佐藤　 麻衣

（福島） （兵庫） （神奈川） （東京） （鹿児島） （広島） （神奈川）

H１年 池田 　　健 藤田 　由希 竹内 　　功 川越　 真由 宮川 　雅光 潮﨑　 由香

（岐阜） （山形） （福島） （山口） （大阪） （熊本） （熊本）

　２年 真田　 浩二 辻本 　理恵 熊田 　智幸 末益 亜紗美 伊藤 　和樹 射場山 麻里子

（兵庫） （三重） （兵庫） （広島） （山口） （秋田） （鹿児島）

　３年 竹内 　　功 川越 　真由 宮下 　　渉 潮﨑　 由香 田中　 健治 秋山 かおり

（青森） （山口） （大阪） （福岡） （熊本） （福岡） （山梨）

　４年 熊田　 智幸 小西 　　杏 川口 　　努 西岡　 麻子 倉野 　　優 今福　 久美

（兵庫） （広島） （東京） （大阪） （兵庫） （栃木） （福島）

　５年 宮下 　　渉 潮﨑　 由香 見城　 芳幸 秋山 かおり 駒場 　義久 坂巻 　美恵

（兵庫） （福岡） （熊本） （群馬） （山梨） （栃木） （埼玉）

　６年 木下 　裕介 藤沼 　亜衣 広島　 卓也 杉田 　早苗 小野 　竜也 福原 　　愛

（兵庫） （広島） （栃木） （兵庫） （栃木） （長崎） （宮城）

　７年 近村 　一行 村守 　千佳 白神 　俊佑 多田 　一葉 岸川　 聖也 福原 　　愛

（兵庫） （青森） （神奈川） （岡山） （福岡） （福岡） （宮城）

　８年 坂本　 竜介 杉田 　早苗 横山　 友一 坂本 　真織 瀬山 　辰男 福原 　　愛

（兵庫） （愛知） （栃木） （岡山） （兵庫） （静岡） （宮城）

　９年 白神　 俊佑 伊藤 みどり 横山 　友一 福原 　　愛 水谷 　　隼 田中 　由貴

（兵庫） （岡山） （東京） （岡山） （宮城） （静岡） （鳥取）

１０年 岸川 　聖也 酒井 　亜季 高木和 　卓 福原 　　愛 中島 　祐騎 高志 　　旭

（富山） （福岡） （兵庫） （東京） （大阪） （兵庫） （神奈川）

１１年 岸川　 聖也 福原 　　愛 水谷　 　隼 加藤 亜理沙 松平　 健太 北岡 エリ子

（兵庫） （福岡） （大阪） （静岡） （岐阜） （石川） （高知）

１２年 大矢 　英俊 福原 　　愛 中島 　裕騎 小川 未紗希 鹿屋 　良平 影浦 　瑞華

（兵庫） （三重） （大阪） （兵庫） （奈良） （鹿児島） （愛媛）

１３年 水谷 　　隼 浦 　　千鶴 橋本 　唯史 池田 友里佳 平野 　佑治 武智 　　瞳

（兵庫） （静岡） （福岡） （東京） （兵庫） （神奈川） （愛媛）

１４年 中島 　裕騎 小川 未紗希 鹿屋 　良平 天野 　　優 後藤 　卓也 村上 　　優

（北海道） （兵庫） （奈良） （鹿児島） （和歌山） （北海道） （愛媛）

１５年 松平 　健太 酒井 　春香 吉村 　真晴 𡈽田 　美佳 田添 　健汰 伊井 　利緒

（兵庫） （石川） （山形） （茨城） （和歌山） （福岡） （広島）

　注２：カブとバンビは台の高さが66ｃｍで(10cm低い)、5年度まで軟式球で行い、6年度以降硬式球とした。

◆ホープス・カブ・バンビの部
　注１：「ホープス・ミニ」は、62年度から「カブ」と名称変更。



年度 ホープス男子 ホープス女子 カブ男子 カブ女子 バンビ男子 バンビ女子
１６年 野邑 　大陽 石川 　佳純 後藤 　卓也 谷岡 あゆか 村松 　雄斗 森 　さくら

（兵庫） （青森） (山口） (北海道） (高知） (山梨） （兵庫）

１７年 平野 　佑治 高橋 真梨子 森薗 　政崇 前田 　美優 山根 弘太郎 瀬山 　咲希

（兵庫） （神奈川） (大阪） (東京） (香川） (愛知） （静岡）

１８年 丹羽 　孝希 谷岡 あゆか 村松   雄斗 前田 　美優 姚 　　東寅 浜本 　由惟

（兵庫） （北海道) （高知） （山梨） （香川) （新潟) （大阪)

１９年 森薗 　政崇 前田 　美優 姚 　　 東寅 瀬山 　咲希 竹﨑 　千明 平野 　美宇

（兵庫） (東京） (香川） （新潟) （静岡） （高知） （山梨）

２０年 村松 　雄斗 前田 　美優 松山 　祐季 加藤 　美優 金光 　宏暢 伊藤 　美誠

（兵庫） (山梨） (香川） (愛知） (東京） (岡山） (静岡）

２１年 三部 　航平 浜本 　由惟 木造 　勇人 平野 　美宇 宇田 　幸矢 桑原 　穂実

（兵庫） （山形） （東京） （愛知） （山梨） （東京） （静岡）

２２年 姚 　　東寅 加藤 　美優 金光 　宏暢 伊藤 　美誠 張 　　智和 長﨑 　美柚

（兵庫） （新潟） （東京） （岡山） （静岡） （宮城） （神奈川）

２３年 出雲 　卓斗 加藤 　美優 宇田 　幸矢 皆川 　優香 張 　　智和 木原 　美悠

（兵庫） （石川） （東京） （東京） （大阪） （宮城） （兵庫）

２４年 金光 　宏暢 塩見 　真希 張 　　智和 長﨑 　美柚 徳田 　幹太 木原 　美悠

（兵庫） （岡山） （愛媛） （宮城） （神奈川） （愛媛） （兵庫）

２５年 加山 　　裕 桑原 　穂実 張　　 智和 伊東　 心優 杉本　 和祗 原　　 芽衣

（兵庫） （兵庫） （静岡） （宮城） （静岡） （東京） （栃木）

２６年 張本　 智和 長﨑 　美柚 鈴木　 　颯 木原 　美悠 松島　 輝空 堀江　 うた

（兵庫） （宮城） （神奈川） （山形） （兵庫） （京都） （兵庫）

２７年 張本　 智和 木原 　美悠 中村　 煌和 上田　 紫乃 松島　 輝空 張本　 美和

（兵庫） （宮城） （兵庫） （大分） （東京） （京都） （宮城）

２８年 鈴木　 　颯 木原 　美悠 松島　 輝空 篠原　夢空 岩井田　駿斗 小塩　悠菜

（兵庫） （山形） （兵庫） （京都） （愛媛） （鹿児島） （岐阜）

２９年 中村 　煌和 小塩　 遥菜 松島　 輝空 面手 　 凛 岩井田　駿斗 井上　真夕

（兵庫） （大分） （福岡） （京都） （岡山） （鹿児島） （兵庫）

３０年 松島　 輝空 吉田　 一葉 渡部　 民人 張本　 美和 立川 　 凜 髙橋　 青葉

（兵庫） （京都） （山口） （東京） （宮城） （広島） （群馬）

2019年 松島　 輝空 張本　 美和 岩井田　駿斗 佐藤　 希未 大野　 颯真 石田　 心美

（兵庫） （京都） （宮城） （鹿児島） （埼玉） （鹿児島） （福岡）

2020年

（兵庫）

2021年

（兵庫）

中止


