
（２）ジャパントップ１２

◆第１回（1996年）　東京・中野区立体育館

【男子】 【女子】

１位 伊藤　　誠 （シチズン時計） １位 小山　ちれ （池田銀行）

２位 松下　浩二 （グランプリ） ２位 東童多英子 （松下電工彦根）

３位 岩崎　清信 （日産自動車） ３位 佐藤　利香 （和歌山銀行）

　 山本　恒安 （シチズン時計） 　 坂田　　愛 （日本生命）

５位 渋谷　　浩 （川崎製鉄千葉） ５位 西飯　由香 （愛知工業大学）

　 仲村錦治郎 （大正大学） 　 梅村　　礼 （十六銀行）

　 遊澤　　亮 （明治大学） 　 大柿　柴保 （専修大学）

　 田﨑　俊雄 （明治大学） 　 青池　優美 （武田薬品湘南）

９位 森本　洋治 （日産自動車） ９位 長嶋　正子 （武田薬品湘南）

　 安藤　正勝 （愛知工業大学） 　 川越　真由 （四天王寺高校）

　 松下　雄二 （協和発酵） 　 大場　範子 （さくら銀行）

　 真田　浩二 （愛知工業大学名電高校） 松岡　りか （松下電器）

◆第2回（1997年）　埼玉・越谷市立総合体育館

【男子】 【女子】

１位 岩崎　清信 （日産自動車） １位 小山　ちれ （池田銀行）

２位 松下　浩二 （スヴェンソン） ２位 松岡　りか （松下電器）

３位 山本　恒安 （シチズン時計） ３位 佐藤　利香 （和歌山銀行）

　 渋谷　　浩 （日産自動車） 　 梅村　　礼 （日本生命）

５位 木方慎之介 （明治大学） ５位 松尾　清美 （住友生命）

　 村上　裕和 （専修大学） 　 坂田　　愛 （日本生命）

　 遊澤　　亮 （明治大学） 　 武田　明子 （四天王寺高校）

　 高志　　亮 （日産自動車） 　 大場　範子 （さくら銀行）

９位 伊藤　　誠 （シチズン時計） ９位 西飯　由香 （愛知工業大学）

　 真田　浩二 （愛知工業大学） 　 内藤　和子 （武田薬品湘南）

森本　洋治 （日産自動車） 野末　愉美 （三井生命）

鬼頭　　明 （愛知工業大学） 大野　知子 （十六銀行）

◆第3回（1998年）　東京・国立競技場代々木第二体育館

　 【男子】 【女子】

１位 偉関　晴光 （寿屋) １位 小山　ちれ （池田銀行）

２位 松下　浩二 （ミキハウス） ２位 西飯　由香 （愛知工業大学）

３位 倉嶋　洋介 （明治大学） ３位 河野　文江 （武田薬品湘南）

　 佐藤　建剛 （和歌山銀行） 　 河村　朋枝 （青山学院大学）

５位 田﨑　俊雄 （協和発酵） ５位 武田　明子 （四天王寺高校）

　 渋谷　　浩 （日産自動車） 　 梅村　　礼 （日本生命）

　 仲村錦治郎 （大正大学） 　 小西　　杏 （四天王寺高校）

　 高志　　亮 （日産自動車） 　 坂田　　愛 （日本生命）

９位 山本　恒安 （シチズン時計） ９位 松尾　清美 （ミキハウス）

真田　浩二 （愛知工業大学） 松岡　りか （松下電器）

糀谷　博和 （びわこ銀行） 佐藤　利香 （和歌山銀行）

木方慎之介 （明治大学） 塩見亜矢子 （大正大学）



◆第4回（1999年）　東京・国立競技場代々木第二体育館

　 【男子】 【女子】

１位 渋谷　　浩 （日産自動車） １位 坂田　倫子 （健勝苑京都）

２位 田﨑　俊雄 （協和発酵） ２位 坂田　　愛 （日本生命）

３位 三田村宗明 （青森山田高校) ３位 河野　文江 （武田薬品湘南）

　 矢島　淑雄 （東京アート） 　 内藤　和子 （武田薬品湘南）

５位 偉関　晴光 （ラララ) ５位 西飯　由香 （健勝苑京都）

　 加藤　雅也 （青森山田高校) 　 河村　朋枝 （第一勧業銀行）

　 仲村錦治郎 （グランプリ） 　 岡崎　恵子 （日本生命）

　 遊澤　　亮 （明治大学） 　 小山　ちれ （池田銀行）

９位 森本　洋治 （日産自動車） ９位 樋野　眞弓 （富田高校）

青山　振一 （びわこ銀行） 小西　　杏 （四天王寺高校）

木方慎之介 （明治大学） 西飯　美幸 （健勝苑京都）

徳村　智彦 （協和発酵） 武田　明子 （ミキハウス）

◆第5回（2000年）　東京・国立競技場代々木第二体育館

　 【男子】 【女子】

１位 偉関　晴光 （ラララ) １位 羽佳　純子 （サンリツ）

２位 渋谷　　浩 （日産自動車） ２位 坂田　　愛 （日本生命）

３位 木方慎之介 （明治大学） ３位 小山　ちれ （池田銀行）

　 松下　浩二 （ミキハウス） 　 坂田　倫子 （熊本県スポーツ振興事業団）

５位 鬼頭　　明 （健勝苑京都） ５位 河村　朋枝 （第一勧業銀行）

　 遊澤　　亮 （東京アート） 　 藤沼　亜衣 （四天王寺高校）

　 三田村宗明 （青森山田高校) 　 西飯　美幸 （健勝苑京都）

　 高志　　亮 （日産自動車） 　 西飯　由香 （健勝苑京都）

９位 高橋　卓斗 （専修大学） ９位 内藤　和子 （松下電器）

坂本　竜介 （青森南中学校） 梅村　　礼 （日本生命）

徳村　智彦 （協和発酵） 樋浦　令子 （四天王寺高校）

野平　直孝 （健勝苑京都） 藤井　寛子 （四天王寺高校）

◆第6回（2001年）　東京・国立競技場代々木第二体育館

　 【男子】 【女子】

１位 偉関　晴光 （ラララ) １位 小山　ちれ （池田銀行）

２位 大森　隆弘 （早稲田大学） ２位 高田　佳枝 （日本生命）

３位 遊澤　　亮 （東京アート） ３位 小西　　杏 （ミキハウス）

　 田﨑　俊雄 （協和発酵） 　 羽佳　純子 （サンリツ）

５位 高木和健一 （青森山田高校） ５位 武田　明子 （健勝苑）

　 真田　浩二 （愛知工業大学） 　 梅村　　礼 （日本生命）

　 木方慎之介 （明治大学） 　 藤沼　亜衣 （四天王寺高校）

　 松下　浩二 （ミキハウス） 　 高橋美貴江 （淑徳大学）

９位 倉嶋　洋介 （協和発酵） ９位 福原　　愛 （ミキハウスＪＳＣ)

徳村　智彦 （協和発酵） 谷口　直子 （富士短期大学）

谷口　陽一 （和歌山銀行） 米倉　知子 （池田銀行）

三田村宗明 （青森大学） 平野早矢香 （仙台育英学園高校）



◆第7回（2002年）　東京・国立競技場代々木第二体育館

　 【男子】 【女子】

１位 木方慎之介 （協和発酵） １位 梅村　　礼 （日本生命）

２位 偉関　晴光 （健勝苑） ２位 羽佳　純子 （サンリツ）

３位 遊澤　　亮 （東京アート） ３位 藤田　由希 （日本生命）

　 真田　浩二 （K.T.T.C） 　 平野早矢香 （仙台育英学園高校）

５位 松下　浩二 （ミキハウス） ５位 福原　　愛 （ミキハウスＪＳＣ)

　 谷口　陽一 （和歌山銀行） 　 藤沼　亜衣 （ミキハウス）

　 大森　隆弘 （東京アート） 　 四元奈生美 （レッツスポーツ）

　 田﨑　俊雄 （協和発酵） 　 小西　　杏 （ミキハウス）

９位 渡辺　将人 （シチズン時計） ９位 樋浦　令子 （四天王寺高校）

鬼頭　　明 （健勝苑） 杉田　早苗 （四天王寺高校）

倉嶋　洋介 （協和発酵） 岸田　聡子 （日本生命）

熊田　智幸 （同志社大学） 塩見亜矢子 （池田銀行）

◆第8回（2003年）　東京・国立競技場代々木第二体育館

　 【男子】 【女子】

１位 偉関　晴光 （健勝苑） １位 藤沼　亜衣 （ミキハウス）

２位 遊澤　　亮 （東京アート） ２位 平野早矢香 （仙台育英学園高校）

３位 木方慎之介 （協和発酵） ３位 末益亜紗美 （日本生命）

　 大森　隆弘 （東京アート） 　 岸田　聡子 （日本生命）

５位 三田村宗明 （青森大学） ５位 樋浦　令子 （ミキハウス）

　 田﨑　俊雄 （協和発酵） 　 西飯　由香 （健勝苑）

　 倉嶋　洋介 （協和発酵） 　 高橋美貴江 （淑徳短大職員）

　 新井　　周 （グランプリ） 　 福原　　愛 （ミキハウスＪＳＣ)

９位 時吉　佑一 （東山高校） ９位 小西　　杏 （ミキハウス）

竹谷　康一 （日産自動車） 越崎　　歩 （中国電力）

真田　浩二 （協和発酵） 潮﨑　由香 （淑徳大学）

渡辺　将人 （シチズン時計） 坂本　沙織 （四天王寺高校）

◆第9回（2004年）　東京・国立競技場代々木第二体育館

　 【男子】 【女子】

１位 偉関　晴光 （健勝苑浜松） １位 平野早矢香 （ミキハウス）

２位 新井　　周 （グランプリ） ２位 藤井　寛子 （淑徳大学）

３位 遊澤　　亮 （東京アート） ３位 岸田　聡子 （日本生命）

　 大森　隆弘 （東京アート） 　 樋浦　令子 （ミキハウス）

５位 真田　浩二 （協和発酵） ５位 西飯　由香 （健勝苑）

　 松下　浩二 （ミキハウス） 　 潮﨑　由香 （淑徳大学）

　 三田村宗明 （青森大学） 　 福原　　愛 （ミキハウスＪＳＣ青森)

　 倉嶋　洋介 （協和発酵） 　 藤沼　亜衣 （ミキハウス）

９位 高志　　亮 （日産自動車） ９位 柏木　有希 （中央大学）

田﨑　俊雄 （協和発酵） 藤田　由希 （日本生命）

吉富　永剛 （健勝苑） 武田　明子 （チームマツシタ）

横山　友一 （青森山田高校） 岡崎　恵子 （チームマツシタ）



◆第10回（2005年）　東京・国立競技場代々木第二体育館

　 【男子】 【女子】

１位 吉田　海偉 （日産自動車） １位 藤井　寛子 （淑徳大学）

２位 岸川　聖也 （仙台育英学園高校） ２位 福原　　愛 （ミキハウスＪＳＣ青森)

３位 加山　兵伍 （グランプリ） ３位 平野早矢香 （ミキハウス）

　 偉関　晴光 （健勝苑） 　 末益亜紗美 （日本生命）

５位 坂本　竜介 （青森大学） ５位 石塚美和子 （四天王寺高校）

　 三田村宗明 （健勝苑ＡＹＳＣ） 　 福岡　春菜 （日本大学）

　 高志　　亮 （日産自動車） 　 高橋美貴江 （十六銀行）

　 高木和　卓 （青森山田高校） 　 藤沼　亜衣 （ミキハウス）

９位 倉嶋　洋介 （協和発酵） ９位 藤田　由希 （日本生命）

水谷　　隼 （青森山田中学校） 梅村　　礼 （日本生命）

横山　友一 （青森山田高校） 樋浦　令子 （ミキハウス）

大矢　英俊 （青森山田高校） 今福　久美 （淑徳大学）

◆第11回（2006年）　東京・国立競技場代々木第二体育館

　 【男子】 【女子】

１位 吉田　海偉 （日産自動車） １位 金沢　咲希 （日本生命）

２位 松下　浩二 （グランプリ） ２位 福原　　愛 （グランプリ)

３位 大森　隆弘 （東京アート） ３位 高橋美貴江 （十六銀行）

　 倉嶋　洋介 （協和発酵） 　 樋浦　令子 （ミキハウス）

５位 甲斐　義和 （明豊高校） ５位 照井　萌美 （秀光中等教育学校）

　 渡辺　将人 （シチズン時計） 　 藤沼　亜衣 （ミキハウス）

　 大矢　英俊 （青森山田高校） 　 西飯　由香 （健勝苑）

　 三原　孝博 （日産自動車） 　 藤井　寛子 （日本生命）

９位 松平　健太 （青森山田中学校） ９位 平野早矢香 （ミキハウス）

渡井　伯和 （清水国際高校） 佐藤　素子 （卓球王国NT）

池田　和正 （清水国際高校） 岸田　聡子 （日本生命）

松平　賢二 （青森山田高校） 小西　　杏 （アスモ）

◆第12回（2007年）　東京・駒沢体育館

　 【男子】 【女子】

１位 吉田　海偉 （日産自動車） １位 平野早矢香 （ミキハウス）

２位 坪口　道和 （青森大学） ２位 福原　　愛 （グランプリ)

３位 松平　賢二 （青森山田高校） ３位 石川　佳純 （ミキハウスJSC）

　 松平　健太 （青森山田中学校） 　 藤井　寛子 （日本生命）

５位 高木和健一 （青森大学） ５位 潮﨑　由香 （十六銀行）

　 木方慎之介 （協和発酵） 　 田㔟美貴江 （十六銀行）

　 大矢　英俊 （青森山田高校） 　 樋浦　令子 （ミキハウス）

　 田﨑　俊雄 （協和発酵） 　 藤沼　亜衣 （ミキハウス）

９位 甲斐　義和 （明豊高校） ９位 石垣　優香 （秀光中等教育学校）

下山　隆敬 （早稲田大学） 藤井　優子 （四天王寺高校）

偉関　晴光 （TEAM JUIC） 渡辺　裕子 （中央大学）

高岡諒太郎 （実践学園高校） 照井　萌美 （秀光中等教育学校）



◆第13回（2008年）　東京・国立競技場代々木第二体育館

　 【男子】 【女子】

１位 吉田　海偉 （個人） １位 平野早矢香 （ミキハウス）

２位 韓　　　陽 （東京アート） ２位 樋浦　令子 （タイコウハウス）

３位 上田　　仁 （青森山田高校） ３位 石川　佳純 （ミキハウスＪＳＣ)

　 大矢　英俊 （青森大学） 　 福原　　愛 （ＡＮＡ)

５位 下山　隆敬 （早稲田大学） ５位 若宮三紗子 （尽誠学園高校）

　 渡辺　将人 （シチズン） 　 田㔟美貴江 （十六銀行）

　 田㔟　邦史 （協和発酵） 　 照井　萌美 （早稲田大学）

　 木方慎之介 （協和発酵） 　 福岡　春菜 （中国電力）

９位 町　　飛鳥 （青森山田中学校） ９位 森薗　美咲 （青森山田中学校）

坂本　竜介 （協和発酵） 伊藤みどり （筑波大学）

坪口　道和 （青森大学） 藤井　優子 （四天王寺高校）

平野　友樹 （秀光中等教育学校） 河村　茉依 （日立化成）

◆第14回（2009年）　東京・国立競技場代々木第二体育館

　 【男子】 【女子】

１位 岸川　聖也 （スヴェンソン） １位 藤沼　亜衣 （日立化成）

２位 水谷　　隼 （明治大学） ２位 福原　　愛 （ＡＮＡ)

３位 上田　　仁 （青森山田高校） ３位 渡辺　裕子 （ミキハウス)

　 吉田　海偉 （グランプリ大阪） 　 田㔟美貴江 （十六銀行）

５位 渡辺　将人 （シチズン） ５位 平野早矢香 （ミキハウス)

　 松平　賢二 （青森大学） 　 樋浦　令子 （タイコウハウス）

　 大矢　英俊 （青森大学） 　 石川　佳純 （ミキハウスＪＳＣ)

　 坪口　道和 （青森大学) 　 王　　　輝 （日立化成）

９位 町　　飛鳥 （青森山田中学校） ９位 金沢　咲希 （日本生命）

高木和　卓 （東京アート） 河村　茉依 （日立化成）

丹羽　孝希 （青森山田中学校） 森薗　美咲 （青森山田高校）

韓　　　陽 （東京アート） 福岡　春菜 （中国電力）

◆第15回（2010年）　東京・国立競技場代々木第二体育館

　 【男子】 【女子】

１位 水谷　　隼 （明治大学） １位 石川　佳純 （ミキハウスＪＳＣ)

２位 張　　一博 （東京アート） ２位 福原　　愛 （ＡＮＡ)

３位 韓　　　陽 （東京アート） ３位 藤井　寛子 （日本生命）

　 笠原　弘光 （早稲田大学） 　 渡辺　裕子 （日立化成）

５位 丹羽　孝希 （青森山田中学校） ５位 王　　　輝 （日立化成）

　 藤本　海統 （滝川第二高校） 　 平野早矢香 （ミキハウス)

　 田㔟　邦史 （協和発酵キリン） 　 谷岡あゆか （エリートアカデミー)

　 平野　友樹 （野田学園高校) 　 藤沼　亜衣 （日立化成）

９位 吉村　真晴 （野田学園高校) ９位 森薗　美咲 （青森山田高校）

𠮷田  雅己 （青森山田中学校） 鈴木　李茄 （エリートアカデミー)

町　　飛鳥 （青森山田中学校） 樋浦　令子 （ミキハウス)

森　　聡詩 （東山高校） 藤井　優子 （近畿大学）



◆第16回（2011年）　東京・国立競技場代々木第二体育館

　 【男子】 【女子】

１位 水谷　　隼 （明治大学） １位 藤井　寛子 （日本生命）

２位 吉村　真晴 （野田学園高校) ２位 藤沼　亜衣 （日立化成）

３位 笠原　弘光 （早稲田大学） ３位 若宮三紗子 （日本生命）

　 張　　一博 （東京アート） 　 福原　　愛 （ＡＮＡ)

５位 町　　飛鳥 （青森山田高校） ５位 谷岡あゆか （エリートアカデミー/帝京)

　 丹羽　孝希 （青森山田高校） 　 平野早矢香 （ミキハウス)

　 軽部　隆介 （明治大学） 　 三宅菜津美 （就実高校）

　 松平　健太 （早稲田大学） 　 石垣　優香 （淑徳大学）

９位 森本　耕平 （愛知工業大学） ９位 高橋真梨子 （四天王寺高校）

村松　雄斗 （エリートアカデミー） 森薗　美咲 （青森山田高校）

御内健太郎 （早稲田大学） 渡辺　裕子 （日立化成）

𠮷田  雅己 （青森山田高校） 棄権 石川　佳純 （ミキハウスＪＳＣ)

◆第17回（2012年）　東京・墨田区総合体育館

　 【男子】 【女子】

１位 高木和　卓 （東京アート） １位 若宮三紗子 （日本生命）

２位 大矢　英俊 （東京アート） ２位 田代　早紀 （日本生命）

３位 時吉　佑一 （時吉スクール） ３位 藤井　寛子 （日本生命）

　 塩野　真人 （東京アート） 　 藤井　優子 （日本生命）

５位 村松　雄斗 （エリートアカデミー） ５位 松澤茉里奈 （淑徳大学）

　 町　　飛鳥 （青森山田高校） 　 前田　美優 （ミキハウスＪＳＣ)

　 森田　侑樹 （シチズン） 　 森薗　美咲 （日立化成）

　 東　　勇渡 （エリートアカデミー/帝京) 　 石垣　優香 （淑徳大学）

９位 伊積　健太 （中央大学） ９位 谷岡あゆか （エリートアカデミー/帝京)

森本　耕平 （愛知工業大学） 伊藤　美誠 （豊田町卓球ｽﾎﾟｰﾂ少年団）

小野　竜也 （協和発酵キリン） 平野　美宇 （ミキハウスJSC/山梨)

久保田隆三 （シチズン） 松平　志穂 （四天王寺高校）

◆第18回（2013年）　東京・国立競技場代々木第二体育館

　 【男子】 【女子】

１位 松平　健太 （早稲田大学） １位 石川　佳純 （全農）

２位 大矢　英俊 （東京アート） ２位 藤井　優子 （日本生命）

３位 張　　一博 （東京アート） ３位 森　さくら （昇陽高校）

　 水谷　　隼 （beacon.LAB） 　 岡本真由子 （サンリツ）

５位 時吉　佑一 （TEAM GIFU） ５位 田代　早紀 （日本生命）

　 松平　賢二 （協和発酵キリン） 　 福岡　春菜 （中国電力)

　 丹羽　孝希 （青森山田高校） 　 藤井　寛子 （日本生命)

　 平野　友樹 （明治大学) 　 小野　思保 （日立化成）

９位 岸川　聖也 （スヴェンソン） ９位 山梨　有理 （十六銀行)

吉村　真晴 （愛知工業大学） 松澤茉里奈 （淑徳大学）

森本　耕平 （愛知工業大学） 天野　　優 （サンリツ）

高木和　卓 （東京アート） 平野早矢香 （ミキハウス）



◆第19回（2014年）　東京・国立競技場代々木第二体育館

　 【男子】 【女子】

１位 水谷　　隼 （ＤＩＯジャパン） １位 田代　早紀 （日本生命）

２位 松平　健太 （早稲田大学） ２位 平野　美宇 （JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ）

３位 丹羽　孝希 （明治大学） ３位 平野早矢香 （ミキハウス）

　 岸川　聖也 （ファースト） 　 土井みなみ （中国電力）

５位 坪井　勇磨 （青森山田高校） ５位 森　さくら （昇陽高校）

　 吉田　海偉 （ＤＩＯジャパン） 　 若宮三紗子 （日本生命）

　 高木和　卓 （東京アート） 　 加藤　美優 （JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ）

　 町　　飛鳥 （明治大学） 　 阿部　愛莉 （四天王寺高校）

９位 吉村　和弘 （野田学園高校） ９位 浜本　由惟 （JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ）

𠮷田  雅己 （愛知工業大学） 加藤　杏華 （県立岐阜商業高校）

上田　　仁 （青森大学） 芝田　沙季 （四天王寺高校）

酒井明日翔 （JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ/帝京） 棄権 石川　佳純 （全農)

◆第20回（2015年）　東京・国立競技場代々木第二体育館

　 【男子】 【女子】

１位 丹羽　孝希 （明治大学） １位 平野早矢香 （ミキハウス）

２位 吉村　真晴 （愛知工業大学） ２位 石川　佳純 （全農）

３位 𠮷田  雅己 （愛知工業大学） ３位 平野　美宇 （JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ）

　 森薗　政崇 （明治大学） 　 早田　ひな （石田卓球クラブ）

５位 吉田　海偉 （Grobal Athlete Project） ５位 佐藤　　瞳 （札幌大谷高校）

　 神　　巧也 （明治大学） 　 加藤　美優 （JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ）

　 水谷　　隼 （beacon.LAB） 　 森薗　美咲 （日立化成）

　 松平　健太 （JTB） 　 伊藤　美誠 （スターツＳＣ）

９位 大島　祐哉 （早稲田大学） ９位 前田　美優 （希望が丘高校）

三部　航平 （青森山田高校） 松平　志穂 （ミキハウス）

松平　賢二 （協和発酵キリン） 木原　美悠 （ALL STAR）

岸川　聖也 （ファースト） 石垣　優香 （日本生命）

◆第21回（2017年）　東京・国立競技場代々木第二体育館

　 【男子】 【女子】

１位 上田　　仁 （協和発酵キリン） １位 石川　佳純 （全農）

２位 吉村　真晴 （名古屋ダイハツ） ２位 伊藤　美誠 （スターツＳＣ）

３位 吉田　海偉 （Grobal Athlete Project） ３位 橋本帆乃香 （四天王寺高校）

　 神　　巧也 （明治大学） 　 佐藤　　瞳 （ミキハウス）

５位 水谷　　隼 （beacon.LAB） ５位 平野　美宇 （JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ/大原学園）

　 木造　勇人 （愛知工業大学） 　 加藤　美優 （吉祥寺卓球倶楽部）

　 龍崎　東寅 （JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ/帝京） 　 前田　美優 （日本生命）

　 張本　智和 （JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ） 　 石垣　優香 （日本生命）

９位 松平　健太 （ホリプロ） ９位 鈴木　李茄 （専修大学）

丹羽　孝希 （明治大学） 三宅菜津美 （中国電力）

平野　友樹 （協和発酵キリン） 松澤茉里奈 （十六銀行）

吉村　和弘 （愛知工業大学） 笹尾明日香 （横浜隼人高校）



◆第22回（2018年）　東京・駒沢オリンピック公園総合運動場　屋内球技場

　 【男子】 【女子】

１位 水谷　　隼 （木下グループ） １位 早田　ひな （日本生命）

２位 張本　智和 （JOCエリートアカデミー） ２位 橋本帆乃香 （ミキハウス）

３位 神　　巧也 （シチズン時計） ３位 長﨑　美柚 （JOCエリートアカデミー）

　 大島　祐哉 （木下グループ） 　 安藤みなみ （専修大学）

５位 𠮷田  雅己 （協和発酵キリン） ５位 前田　美優 （日本生命）

　 吉村　真晴 （名古屋ダイハツ） 　 松澤茉里奈 （十六銀行）

　 上田　　仁 （㈱シェークハンズ） 　 佐藤　　瞳 （ミキハウス）

　 松平　賢二 （協和発酵キリン） 　 芝田　沙季 （ミキハウス）

９位 渡辺　裕介 （明治大学） ９位 大矢未早希 （サンリツ）

吉村　和弘 （愛知工業大学） 森　さくら （日本生命）

森薗　政崇 （明治大学） 森薗　美月 （サンリツ）

松山　祐季 （愛知工業大学） 永尾　尭子 （アスモ）

◆第23回（2019年3月）　宮城・カメイアリーナ仙台（仙台市体育館）

　 【男子】 【女子】

１位 張本　智和 （JOCエリートアカデミー） １位 石川　佳純 （全農）

２位 水谷　　隼 （木下グループ） ２位 伊藤　美誠 （スターツＳＣ）

３位 丹羽　孝希 （スヴェンソン） ３位 平野　美宇 （日本生命）

４位 吉村　和弘 （愛知工業大学） ４位 加藤　美優 （日本ﾍﾟｲﾝﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ）

５位 森薗　政崇 （岡山リベッツ） ５位 佐藤　　瞳 （ミキハウス）

６位 𠮷田  雅己 （岡山リベッツ） ６位 森　さくら （日本生命）

７位 松平　賢二 （協和発酵キリン） ７位 長﨑　美柚 （JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ/大原学園）

戸上　隼輔 （野田学園高校） 早田　ひな （日本生命）

９位 大島　祐哉 （木下グループ） ９位 芝田　沙季 （ミキハウス）

有延　大夢 （リコー） 笹尾明日香 （早稲田大学）

宇田　幸矢 （JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ/大原学園） 安藤みなみ （専修大学）

平野　友樹 （協和発酵キリン） 木原　美悠 （JOCエリートアカデミー）

◆第24回（2019年12月）　宮城・カメイアリーナ仙台（仙台市体育館）

　 【男子】 【女子】

１位 張本　智和 （JOCエリートアカデミー） １位 伊藤　美誠 （スターツ）

２位 丹羽　孝希 （スヴェンソン） ２位 平野　美宇 （日本生命）

３位 神　　巧也 （Ｔ.Ｔ.彩たま） ３位 早田　ひな （日本生命）

森薗　政崇 （ＢＯＢＳＯＮ） 石川　佳純 （全農）

５位 吉村　真晴 （名古屋ダイハツ） ５位 加藤　美優 （日本ﾍﾟｲﾝﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ）

吉村　和弘 （東京アート） 佐藤　　瞳 （ミキハウス）

７位 及川　瑞基 （専修大学） ７位 成本　綾海 （中国電力）

戸上　隼輔 （野田学園高校） 芝田　沙季 （ミキハウス）

宇田　幸矢 （JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ/大原学園） 橋本帆乃香 （ミキハウス）

木造　勇人 （愛知工業大学） 森田　彩音 （中央大学）

11位 平野　友樹 （協和キリン） 11位 長﨑　美柚 （JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ/大原学園）

吉山　僚一 （愛工大名電中学校） 出澤　杏佳 （大成女子高校）



◆第25回（2021年2月）　東京・東京体育館　

　

中止

注１：第23回（2019年3月）から世界卓球選手権日本代表選考会と兼ねた。


