
第１回 硬式 男子 名古屋電気高等学校職員団 愛知

（東京） 女子 帝国人絹　三原工場 広島

２６年 軟式 男子 大阪市役所 大阪

女子 明電舎名古屋製作所 愛知

第２回 硬式 男子 名古屋電気高等学校職員団 愛知

（東京） 女子 鐘紡全東京 東京

２７年 軟式 男子 広島専売局 広島

女子 北光木材 北海道

第３回 硬式 男子 青森営林局 青森

（大阪） 女子 帝国人絹　岩国工場 山口

２８年 軟式 男子 大阪市役所 大阪

女子 豊川市警察署 愛知

第４回 硬式 男子 日立製作所　多賀工場 茨城

（東京） 女子 帝国人絹　三原工場 広島

２９年 軟式 男子 岩手県庁 岩手

女子 富士紡績　小坂井工場 愛知

第５回 硬式 男子 青森営林局 青森

（大阪） 女子 帝国人絹　岩国工場 山口

３０年 軟式 男子 広島地方専売局 広島

女子 富士紡績　小坂井工場 愛知

第６回 硬式 男子 岩手県庁 岩手

（大阪） 女子 富士紡績　小坂井工場 愛知

３１年 軟式 男子 大洋紡績 岐阜

女子 専売宇都宮地方局 栃木

第７回 硬式 男子 三共 東京

（東京） 女子 帝国人絹　三原工場 広島

３２年 軟式 男子 共同印刷 東京

女子 鐘紡全東京 東京

第８回 硬式 男子 ヤシカ 東京

（盛岡） 女子 東洋レーヨン 東京

３３年 軟式 男子 旺文社 東京

女子 鐘紡全東京 東京

第９回 硬式 男子 ヤシカ 東京

（大分） 女子 東洋レーヨン 東京

３４年 軟式 男子 旺文社 東京

女子 明治生命保険相互会社 東京

第10回 硬式 男子 八幡製鉄 福岡

（札幌） 女子 東洋レーヨン 東京

３５年 軟式 男子 リッカーミシン 東京

女子 丸井デパート札幌支店 北海道

第11回 硬式 男子 ヤシカ 東京

（岐阜） 女子 東洋レーヨン 東京

３６年 軟式 男子 電々東京 東京

女子 三井生命保険相互会社 東京

第12回 硬式 男子 積水化学工業 大阪

（青森） 女子 東洋レーヨン 東京

３７年 軟式 男子 製鉄化学工業 兵庫

女子 鐘ヶ渕紡績　練馬工場 東京

第13回 硬式 男子 積水化学工業 大阪

（直江津） 女子 帝人　岩国工場 山口

３８年 軟式 男子 リッカーミシン 東京

女子 安田生命保険相互会社 東京

（６）全日本実業団卓球選手権大会



第14回 硬式 男子 シチズン時計 東京

（池田市） 女子 東洋レーヨン 東京

３９年 軟式 男子 リッカーミシン 東京

女子 大洋紡績 岐阜

第15回 硬式 男子 積水化学工業 大阪

（出雲市） 女子 帝人　岩国工場 山口

４０年 軟式 男子 リッカーミシン 東京

女子 日清紡績　西新井工場 東京

第16回 硬式 男子 シチズン時計 東京

（伊勢市） 女子 旭精機工業 愛知

４１年 軟式 男子 旺文社 東京

女子 大洋紡績 岐阜

第17回 硬式 男子 シチズン時計 東京

（山形市） 女子 旭精機工業 愛知

４２年 軟式 男子 東京電力　群馬支店 群馬

女子 日清紡績　西新井化成工場 東京

第18回 硬式 男子 シチズン時計 東京

（長崎市） 女子 大生信用組合 東京

４３年 軟式 男子 旺文社 東京

女子 大洋紡績 岐阜

第19回 硬式 男子 シチズン時計 東京

（花巻市） 女子 大生信用組合 東京

４４年 軟式 男子 旺文社 東京

女子 川徳デパート 岩手

第20回 硬式 男子 日本楽器製造 静岡

（藤沢市） 女子 大生信用組合 東京

４５年 軟式 男子 第一火災海上保険相互会社 東京

女子 川徳デパート 岩手

第21回 硬式 男子 ミツミ電機 東京

（大阪市） 女子 大生信用組合 東京

４６年 軟式 男子 日本通運　横浜支店 神奈川

女子 川徳デパート 岩手

第22回 硬式 男子 旺文社 東京

（札幌市） 女子 大生信用組合 東京

４７年 軟式 男子 信号器材 神奈川

女子 三菱電機伊丹 兵庫

第23回 硬式 男子 シチズン時計 東京

（広島市） 女子 日本楽器製造 静岡

４８年 軟式 男子 信号器材 神奈川

女子 川徳デパート 岩手

第24回 硬式 男子 日本楽器製造 静岡

（東京） 女子 第一勧業銀行 東京

４９年 軟式 男子 日本通運　横浜支店 神奈川

女子 武田薬品工業　湘南工場 神奈川

第25回 硬式 男子 シチズン時計 東京

（東京） 女子 第一勧業銀行 東京

５０年 軟式 男子 東洋リノリューム 兵庫

女子 青森県信用組合 青森

第26回 硬式 男子 旺文社 東京

（千葉） 女子 第一勧業銀行 東京

５１年 軟式 男子 川徳デパート 岩手

女子 北海道拓殖銀行 北海道

第27回 硬式 男子 日産自動車 神奈川

（北九州市） 女子 日産自動車 神奈川

５２年 軟式 男子 太陽信用金庫 東京

女子 北海道拓殖銀行 北海道



第28回 硬式 男子 日本楽器製造 静岡

（東京） 女子 三井生命保険相互会社 東京

５３年 軟式 男子 本田技研工業 三重

女子 富士通須坂工場 長野

第29回 硬式 男子 日本楽器製造 静岡

（米子市） 女子 第一勧業銀行 東京

５４年 軟式 男子 本田技研工業 三重

女子 武田薬品工業　湘南工場 神奈川

第30回 硬式 男子 協和発酵工業 東京

（上越市） 女子 日産自動車 神奈川

５５年 軟式 男子 太陽信用金庫 東京

女子 北海道拓殖銀行 北海道

第31回 硬式 男子 日本楽器製造 静岡

（旭川市） 女子 日産自動車 神奈川

５６年 軟式 男子 大倉工業 香川

女子 北海道拓殖銀行 北海道

第32回 硬式 男子 日本楽器製造 静岡

（北九州市） 女子 日産自動車 神奈川

５７年 軟式 男子 大倉工業 香川

女子 十六銀行 岐阜

第33回 硬式 男子 協和発酵工業 東京

（草津市） 女子 日産自動車 神奈川

５８年 軟式 男子 寿屋 熊本

女子 寿屋 熊本

第34回 硬式 男子 協和発酵工業 東京

（上山市） 女子 日産自動車 神奈川

５９年 軟式 男子 三立梱包 東京

女子 北海道拓殖銀行 北海道

第35回 硬式 男子 日本楽器製造 静岡

女子 日本楽器製造 静岡

軟式 男子 京都中央信金 京都

６０年 女子 北海道拓殖銀行 北海道

第36回 硬式 男子 協和発酵工業 東京

（岐阜市） 女子 日産自動車 神奈川

６１年 軟式 男子 京都中央信金 京都

女子 北海道拓殖銀行 北海道

第37回 硬式 男子 協和発酵工業 東京

（埼玉） 女子 武田薬品湘南 神奈川

６２年 軟式 男子 ＮＴＴ 東京 東京

女子 北海道拓殖銀行 北海道

第38回 硬式 男子 シチズン時計 東京

（熊本） 女子 三井銀行 東京

６３年 軟式 男子 ＮＴＴ 東京 東京

女子 北海道拓殖銀行 北海道

第39回 硬式 男子 日産自動車 神奈川

（兵庫） 女子 三井銀行 東京

Ｈ１年 軟式 男子 健勝苑 香川

女子 北海道拓殖銀行 北海道

第40回 硬式 男子 日産自動車 神奈川

（青森） 女子 太陽神戸三井銀行 東京

２年 軟式 男子 ＮＴＴ 東京 東京

女子 みちのく銀行 青森

第41回 硬式 男子 日産自動車 神奈川

（富山） 女子 十六銀行 岐阜

３年 軟式 男子 日産自動車　追浜工場 神奈川

女子 北海道拓殖銀行 北海道

（徳山市/　　
新南陽市）



第42回 硬式 男子 日産自動車 神奈川

（神奈川） 女子 日産自動車 神奈川

４年 軟式 男子 日専連青森会 青森

女子 北海道拓殖銀行 北海道

第43回 硬式 男子 日産自動車 神奈川

（福井） 女子 日産自動車 神奈川

５年 軟式 男子 太陽信用金庫 東京

女子 北海道拓殖銀行 北海道

第44回 硬式 男子 びわこ銀行 滋賀

（大阪） 女子 十六銀行 岐阜

６年 軟式 男子 太陽信用金庫 東京

女子 たくぎん 北海道

第45回 ｽｰﾊﾟｰﾄｰﾅﾒﾝﾄ 男子 協和発酵工業 東京

（愛媛） 女子 松下電器 大阪

７年 硬式 男子 静岡信用金庫 静岡

　 女子 サンリツ 東京

　 軟式 男子 京都中央信金 京都

女子 みちのく銀行 青森

第46回 ｽｰﾊﾟｰﾄｰﾅﾒﾝﾄ 男子 グランプリ 大阪

（富山） 女子 武田薬品湘南 神奈川

８年 硬式 男子 琉球銀行 沖縄

女子 福岡中央銀行 福岡

軟式 男子 日専連青森会 青森

女子 みちのく銀行 青森

第47回 ｽｰﾊﾟｰﾄｰﾅﾒﾝﾄ 男子 日産自動車 神奈川

（山口） 女子 松下電器 大阪

９年 硬式 男子 日立多賀 茨城

女子 ミキハウス 大阪

軟式 男子 ＮＴＴ東京 東京

女子 ＪＡ青森経済連 青森

第48回 ｽｰﾊﾟｰﾄｰﾅﾒﾝﾄ 男子 日産自動車 神奈川

（大分） 女子 日本生命 大阪

１０年 硬式 男子 ＮＴＴ東京 東京

女子 ラララ 熊本

軟式 男子 太陽信用金庫 東京

女子 みちのく銀行 青森

第49回 ｽｰﾊﾟｰﾄｰﾅﾒﾝﾄ 男子 日産自動車 神奈川

（三重） 女子 松下電器 大阪

１１年 硬式 男子 ＮＴＴ東京 東京

女子 エクセディー 三重

軟式 男子 太陽信用金庫 東京

女子 みちのく銀行 青森

第50回 硬式 男子 東京アート 東京

（北海道） 女子 日本生命 大阪

１２年 軟式 男子 百五銀行 三重

女子 みちのく銀行 青森

第51回 １　部 男子 協和発酵 東京

（神奈川） 女子 十六銀行 岐阜

１３年 ２　部 男子 甲府商工信用金庫 山梨

女子 健勝苑 京都

第52回 １　部 男子 日産自動車 神奈川

（岩手） 女子 健勝苑 東京

１４年 ２　部 男子 信号器材 神奈川

女子 東芝メディカル 東京



第53回 協和発酵 東京

（和歌山） 日本生命 大阪

１５年

第54回 東京アート 東京

（愛媛） 日本生命 大阪

１６年

第55回 グランプリ 大阪

（新潟） 十六銀行 岐阜

１７年

第56回 日産自動車 神奈川

（大分） 十六銀行 岐阜

１８年

第57回 協和発酵 東京

（群馬） 日本生命 大阪

１９年

第58回 東京アート 東京

（北海道） 日本生命 大阪

２０年

第59回 東京アート 東京

（静岡） 日本生命 大阪

２１年

第60回 東京アート 東京

（神奈川） 日本生命 大阪

２２年

第61回 東京アート 東京

（秋田） 日本生命 大阪

２３年

第62回 東京アート 東京

（長崎） サンリツ 東京

２４年

第63回 東京アート 東京

（兵庫） 日本生命 大阪

２５年

第64回 協和発酵キリン 東京

（愛媛） 日立化成 茨城

２６年

第65回 協和発酵キリン 東京

（千葉） 日立化成 茨城

２７年

第66回 協和発酵キリン 東京

（長野） 十六銀行 岐阜

２８年

第67回 協和発酵キリン 東京

（愛知） アスモ 静岡

２９年

第68回 シチズン時計株式会社 東京

（鹿児島） 日立化成 茨城

３０年

第69回 東京アート 東京

（和歌山） 十六銀行 岐阜

2019年

第70回

（岡山）

2020年

第71回

（山形）

2021年
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