
男子 女子

　３年 青森商業 丸亀高女

　４年 青森商業 富山高女

　５年 青森商業 名古屋市立第二高女    

　６年 青森商業 名古屋市立第二高女  

　７年 青森中学 奈良郡山高女

　８年 青森中学 広島山中高女

　９年 青森中学 京都高女

１０年 青森商業 京都高女

１１年 青森商業 京都高女

１２年 名古屋電気 大分四日市高女

１３年 青森商業 奈良郡山高女

１４年 名古屋電気 大分四日市高女

１５年 青森商業 大分四日市高女

１６年 名古屋電気 京都明徳高女

２１年 弘前高 久喜高女

２２年 栃木商工 浦和第一高女

２３年 前橋 浦和第一女子高

２４年 篠山高 岡山経済高

富田　 芳雄 (東京・高千穂) 田中　 良子 (山口・柳井)

安藤　 義夫 山本 千代子
長島　 昭也 佐藤 富士子

田舛　 吉二 (山口・柳井商工) 楢原　 静世 (広島・三原)

村上　 佳昭 石原 れい子
松本　　 博 一井 　玲子

２７年 神戸商高 華頂女子高

中畑　 康弘 (青森・東奧義塾) 楢原　 静世 (広島・三原)

高橋　 千秋 (広島・観音) 亀井　 敬子 (兵庫・神戸商)

坂本 　　昇 今井  ふじ子
沖 　　光俊 　　 立石　 一枝

豊巻　 良夫 (東京・北野) 設楽 　義子 (山形・山形市商)

柴田 伊佐雄 加藤 　恭子
丹羽 　　卓 時沢　 幸子

長棟　 賢明 (山口・柳井商工) 小川　 節子 (埼玉・熊谷女)

山本　 芳郎 藤井 紀代子
安藤　 嘉広 吉永　 英子

中山　 春生 (東京・日大二) 藤井 紀代子 (山口・柳井)

吉田　 敏雄 山中　 教子
増田　 恵雄 中川 千恵子

松原　 正和 (岡山・関西) 関 　　正子 (東京・安部学院)

長棟　 賢明 高橋 紀代子
東畝　 秀雄 仁科　 宣子

小中 　　健 (青森・弘前商) 磯村 　　淳 (神奈川・京浜女商)

朝日　 重吉 山中　 教子
神埜 達一郎 中川 千恵子

市川 　　昇 (愛知・名電工) 太田　 雅子 (愛知・国府)

角田　 武人 磯村 　　淳
中村　 博保 中田　 光子

久保田 幸一 (愛知・名電工) 山中　 道子 (京都・華頂女子)

有本 　　昇 山中　 道子
久保田 幸一 浜田　 敦子

梨本 　　甫 (東京・中大杉並) 深津　 尚子 (愛知・桜丘)

梨本 　　甫 森脇　 光子
西条 利比古 藤村 美智子

大場　 隆雄 (青森・青森商) 浜 　　治恵 (東京・跡見学園)

川人 　　敞 守本　 和子
鈴木　 義明 青木　 幸子

学校対抗の部 個人の部

男子 女子

(愛知・国府)

(京都・華頂女子)

１７～２０年         戦時中断

(神奈川・京浜女商)

(京都・精華女子)

(群馬・前橋市立女子)

(山口・柳井)

(群馬・前橋市立女子)

(京都・精華女子)

(京都・華頂女子)

(京都・華頂女子)

(広島・広島女子商)

(神奈川・京浜女商)

(埼玉・不動岡)

(兵庫・尼崎工)

(兵庫・神戸商)

(愛知・名古屋電気)

(愛知・名古屋電気)

(愛知・岡崎北)

(東京・中大杉並)

(山口・柳井商工)

(愛知・名古屋電気)

(東京・日大一)

(愛知・名電工)

(東京・中大杉並)

神戸商高

神戸商高

柳井高

誠心高

誠心高

柳井高

柳井高

桜丘高

華頂女子高

名古屋電気高

名古屋電気高

神戸商高

神戸商高

浜松商高

柳井商工高

名古屋電気高

名古屋電気工高

東山高

中大杉並高

青森商高

（１４）全国高等学校卓球選手権大会

（　個　人　戦　は　中　止　）

複　は　な　し 複　は　な　し

年度

２５年

２６年

華頂女子高

富士宮高

２８年

３８年

名古屋電気高

東山高

柳井高

広島女子商高

２９年

３０年

３１年

３２年

３３年

３４年

３５年

３６年

３７年



男子 女子

学校対抗の部 個人の部

男子 女子
年度

河原 　　智 (神奈川・横浜商) 仲 　　啓子 (京都・京都女子)

長谷川 信彦 福谷 佐智子
深谷 　　等 浜田　 美穂

田阪 登紀夫 (京都・東山) 福野 美恵子 (富山・藤園女子)

北村 　　隆 小野 恵美子
三浦　 勇治 大村　 弘子

浅田　 重光 (愛知・名電工) 平野 美恵子 (静岡・誠心)

桑村 　　修 小堀 世津子
大場　 泰男 藤原 八千代

高橋　 行光 (京都・東山) 藤田　 節子 (青森・青森商)

藤原　 孝志 村上　 静子
岩井　 正司 浜田　 美保

内藤　 良司 (愛知・名電工) 阪本　 礼子 (大阪・四天王寺)

内藤　 良司 阪本　 礼子
山本　 三次 岡田　 千鶴

佐藤　 裕治 (青森・青森商) 渡部　 道子 (大阪・四天王寺)

村上　 博巳 岡田　 千鶴
増田　 博泰 渡部　 道子

金沢　 光信 (大阪・興国) 高山　 徳子 (青森・田名部)

金沢　 光信 工藤　 奉子
田村 　　隆 小野　 文子

粂田　 芳孝 (和歌山・向陽) 猪狩　 栄子 (神奈川・京浜女商)

迫尻　 正嗣 島本 美津子
川西　 隆明 三宅　 鈴子

久世　 雅之 (大阪・興国) 佐藤　 咲子 (愛知・名古屋女子大)

桑野 　雅弘 和田 ともえ
天野 　　悟 小玉 恵美子

阿部　 博幸 (大阪・興国) 高橋　 省子 (栃木・真岡女子)

阿部　 博幸 高橋　 省子
阪井　 一利 菅谷　 佳代

松井　 慎二 (埼玉・熊谷商) 嶋内 よし子 (高知・土佐女子)

松井　 慎二 音坂　 京子
大谷　 孝一 丸 　ひさ子

坂本　 憲一 (神奈川・相工大附) 千葉　 良子 (青森・青森山田)

斎藤　 政則 和田　 理枝
前川　 幸夫 川東　 朋子

近藤　 高広 (京都・東山) 漆尾　 珠江 (熊本・熊本女)

田子　 光政 和田　 理枝
金原　 栄一 川東　 朋子

永福　 則人 (埼玉・熊谷商) 田村　 友子 (愛媛・済美)

糠塚　 重造 尾崎　 春美
若澤　 幸弘 山之内みほ子

糠塚　 重造 (青森・三本木) 上園 みゆき (宮崎・都城商)

山崎　 信一 山下 さとみ
兵藤　 光正 漆尾 ゆりえ

渡辺　 武弘 (埼玉・熊谷商) 後藤 三津子 (青森・青森商)

渡辺　 武弘 上野 　　緑
齋藤 　　清 坪井 千代子

齋藤 　　清 (埼玉・熊谷商) 根本 しのぶ (青森・東奧女子)

齋藤 　　清 荒井　 玲子
遠藤　 文一 石崎　 容子

山本　 恒安 (京都・東山) 福田　 法子 (栃木・真岡女子)

萩原　 卓己 福田　 法子
大竹　 克利 倉本 紀代美

大瀬　 博文 (福岡・柳川) 星野　 美香 (群馬・前橋東)

大瀬　 博文 安永 二三代
戸上　 義春 田中　 淳子

尾崎　 栄治 (京都・東山) 星野　 美香 (群馬・前橋東)

渡辺 　　満 橘川　 美紀
北山　 友幸 高橋 真由美

(神奈川・京浜女商)

(栃木・真岡女子)

(栃木・真岡女子)

(福岡・柳川商)

(栃木・藤岡)

(大阪・四天王寺)

(青森・山田)

(青森・青森商)

(高知・土佐女子)

(大阪・四天王寺)

(京都・華頂女子)

(大阪・四天王寺)

(大阪・四天王寺)

(福井・北陸)

(福岡・柳川商)

(鹿児島・鹿児島商)

(青森・青森商)

(大阪・興国)

(埼玉・熊谷商)

(静岡・日大三島)

(埼玉・熊谷商)

(岡山・山陽女子)

(福岡・博多)

(栃木・真岡女子)

(福岡・柳川商)

(京都・東山)

(福岡・柳川)

(福岡・柳川商)

(福岡・柳川商)(青森・三本木)

(神奈川・相工大附)

(埼玉・熊谷商)

(埼玉・熊谷商)

(愛知・名電工)

(東京・高輪)

(広島・大竹)

(徳島・徳島市立)

(愛知・名電工)

(京都・東山)

(大阪・興国)

柳川高

京浜女子商高

真岡女子高

真岡女子高

柳川商業高

東奧女子高

都城商業高

青森山田高

熊谷商業高

熊谷商業高

青森山田高

相模工大附高

熊谷商業高

名古屋電気高

四天王寺高

四天王寺高

四天王寺高

柳川高

柳川高

京浜女子商高

四天王寺高

四天王寺高

済美高

青森山田高

桐丘高

興国高

三本木高

東山高

青森商業高

興国高

名古屋電気工高

東山高

東山高

青森商高

日大一高

名古屋電気工高

東山高

５２年

４１年

４２年

４３年

４４年

４５年

４６年

４７年

５３年

５４年

５５年

５６年

５７年

５８年

３９年

熊谷商業高

熊谷商業高

四天王寺高

４０年

４８年

４９年

５０年

５１年



男子 女子

学校対抗の部 個人の部

男子 女子
年度

渋谷 　　浩 (埼玉・熊谷商) 下長　 智子 (熊本・熊本女)

佐藤 　　進 富永　 好美
渋谷 　　浩 富永　 克子

渋谷 　　浩 (埼玉・熊谷商) 石田　 清美 (京都・宮津)

渋谷 　　浩 名和 　　史
山口　 和男 高橋　 頼子

田原　 直昌 (京都・東山) 石田　 清美 (京都・宮津)

江崎　 敏満 内山　 京子
山口　 慶高 八嶋　 悦子

徳村　 智彦 (宮崎・宮崎工) 村松 由希子 (山梨・甲府商)

大矢 　　剛 佐藤 恵理子
平 　　亮太 白浜　 里子

平 　　亮太 (埼玉・熊谷商) 佐藤　 利香 (神奈川・白鵬女子)

高田 　　学 松本　 雪乃
上月　 智之 佐藤　 利香

森本　 洋治 (大阪・上宮) 大野　 知子 (東京・武蔵野)

入山　 浩治 佐藤　 利香
小畑　 幸生 河合　 雅世

今枝　 一郎 (愛知・愛工大名電) 大野　 知子 (東京・武蔵野)

中田　 幸信 河合　 雅世
窪 　　久司 青池　 優美

今枝　 一郎 (愛知・愛工大名電) 坂田　 倫子 (熊本・熊本信愛女学院)

坂巻　 雄一 平井 由規子
窪 　　久司 福田　 正美

岡本　 倫之 (愛知・桜丘) 陳 　　　媛 (岐阜・中京商)

田﨑　 俊雄 松岡 　りか
渡辺　 敬文 大槻　 洋子

周 　　　晅 (愛知・桜丘) 朱 　　　芳 (香川・香川西)

村上　 裕和 河村　 朋枝
竹谷　 康一 塩見 亜矢子

遊澤 　　亮 (大阪・上宮) 陳 　　　媛 (岐阜・中京商)

遊澤 　　亮 益田　 誌保
辻本　 真也 米倉　 知子

王　 海　軍 (青森・青森山田) 馬 　　　佳 (高知・明徳義塾)

若林 　　努 川越　 真由
高橋　 卓斗 武田　 明子

木方 慎之介 (東京・実践学園) 馬 　　　佳 (高知・明徳義塾)

真田　 浩二 川越　 真由
金氏　 祐一 武田　 明子

宋　 海　 偉 (青森・青森山田) 武田　 明子 (大阪・四天王寺)

熊田　 智幸 川越　 真由
宮下 　　渉 武田　 明子

宋　 海　偉 (青森・青森山田) 小西 　　杏 (大阪・四天王寺)

宋　 海　偉 藤井　 聖子
田㔟　 邦史 小野 磨奈美

宋　 海　偉 (青森・青森山田) 呂　 銀　銀 (青森・青森山田)

宋　 海　偉 呂　 銀　銀
田㔟　 邦史 下大田 麻美

陳 　　　晨 (岩手・大野) 孫 　　　博 (宮城・仙台育英学園)

坂本 　竜介 藤沼 　亜衣
高木和 健一 樋浦 　令子

郝 　　　強 (宮城・仙台育英学園) 孫 　　　博 (宮城・仙台育英学園)

坂本 　竜介 樋浦　 令子
高木和 健一 坂本　 沙織

阮 　震　杰 (愛知・桜丘) 伊藤 みどり (大阪・四天王寺)

郝 　　　強 平野 早矢香
小野 　竜也 渡辺　 裕子

岸川 　聖也 (宮城・仙台育英学園) 劉 　一　行 (茨城・明秀日立)

白神 　俊佑 森 　まりな
唐 　興　賀 曹　　 嘉懿

(宮城・仙台育英学園)

(青森・青森山田)
１５年 仙台育英学園高

青森山田高

(岡山・就実)

(宮城・仙台育英学園)

(宮城・仙台育英学園)

(神奈川・白鵬女子)

(神奈川・白鵬女子)

(神奈川・白鵬女子)

(青森・青森山田)

(大阪・四天王寺)

(大阪・四天王寺)

武蔵野高
(岡山・関西)

(青森・青森山田)

(宮城・仙台育英学園)

四天王寺高

仙台育英学園高
(青森・青森山田)

仙台育英学園高

(大阪・四天王寺)

(東京・文大杉並)

(神奈川・京浜女商)

(埼玉・埼工大深谷)

(埼玉・埼工大深谷)

(愛知・桜丘)

(埼玉・熊谷商)

(京都・東山)

(埼玉・埼工大深谷)

(愛知・愛工大名電)

(大阪・四天王寺)

(大阪・四天王寺)

(福岡・柳川)

(神奈川・白鵬女子)

(大阪・四天王寺)

(大阪・四天王寺)

(大阪・四天王寺)

(埼玉・熊谷商)

(埼玉・熊谷商)

(青森・青森山田)

(青森・青森山田)

(大阪・上宮)

(高知・明徳義塾)

(埼玉・埼工大深谷)

(埼玉・埼工大深谷)
仙台育英学園高

白鵬女子高

白鵬女子高

白鵬女子高

四天王寺高

白鵬女子高

柳川高

白鵬女子高

京浜女子商高

四天王寺高

熊谷商業高

熊谷商業高

桜丘高

四天王寺高

青森山田高

青森山田高

埼工大深谷高

愛工大名電高

愛工大名電高

埼工大深谷高

上宮高

愛工大名電高

東山高

青森山田高

青森山田高

青森山田高 四天王寺高

仙台育英学園高

四天王寺高

四天王寺高

四天王寺高

熊谷商業高

埼工大深谷高

６１年

６２年

１４年

１２年

１３年

１０年

１１年

　６年

　７年

６３年

H１年

　８年

　９年

　2年

　３年

　４年

　５年

５９年

６０年

熊谷商業高



男子 女子

学校対抗の部 個人の部

男子 女子
年度

岸川 　聖也 (宮城・仙台育英学園) 高 　　　斉 (島根・出雲西)

垣原 　秀和 花田 　麻里
森田 　翔樹 石塚 美和子

岸川 　聖也 (宮城・仙台育英学園) 曹　 嘉　懿 (青森・青森山田)

高木和 　卓 山梨　 有理
水谷　　 隼 照井　 萌美

高木和 　卓 (青森・青森山田) 宇土 　弘恵 (岡山・就実)

高木和 　卓 福原 　　愛
水谷　　 隼 李 　　明明

水谷　　 隼 (青森・青森山田) 若宮 三紗子 (香川・尽誠学園)

水谷　　 隼 加藤 亜里沙
松平 　賢二 天野 　友未

松平 　健太 (青森・青森山田) 石川 　佳純 (大阪・四天王寺)

王 　　子康 森薗 　美咲
山谷 　仁生 金　　 恵美

松平 　健太 (青森・青森山田) 石川 　佳純 (大阪・四天王寺)

松平 　健太 酒井 　春香
上田 　　仁 石川 　佳純

丹羽 　孝希 (青森・青森山田) 石川 　佳純 (大阪・四天王寺)

平野 　友樹 森薗 　美咲
吉村 　真晴 秦 　　詩琪

丹羽 　孝希 (青森・青森山田) 鈴木 　李茄 (青森・青森山田)

吉村 　真晴 松本 　優希
有延 　大夢 松平 　志穂

吉田 　雅己 (青森・青森山田) 前田 　美優 (福岡・希望が丘)

森薗 　政崇 鈴木 　李茄
竹岡 　純樹 宋 　　恵佳

森薗　 政崇 (青森・青森山田) 阿部　 愛莉 (大阪・四天王寺)

田添 　健太 宋　　 恵佳
上村　 慶哉 山本　 　怜

坪井 　勇磨 (青森・青森山田) 前田　 美優 (福岡・希望が丘)

坪井　 勇磨 前田　 美優
三部　 航平 趙　　 甜甜

三部　 航平 (青森・青森山田) 田口 瑛美子 (埼玉・正智深谷)

松山　 祐季 平　 真由香
木造　 勇人 田口 瑛美子

木造　 勇人 (愛知・愛工大名電) 早田　 ひな (福岡・希望が丘)

髙見　 真己 橋本 帆乃香
田中　 佑汰 塩見　 紗希

木造　 勇人 (愛知・愛工大名電) 梅村　 優香 (大阪・四天王寺)

木造　 勇人 井　　 絢乃
髙見 　真己 三村　 優果

戸上　 隼輔 (山口・野田学園) 野村　　 萌 (愛知・愛み大瑞穂)

田中　 佑汰 出雲　 美空
加山　　 裕 相馬　 夢乃

戸上　 隼輔 (山口・野田学園) 出雲　 美空 (石川・遊学館)

戸上　 隼輔 大川　 真実
宮川　 昌大 本井　 明梨

谷垣　 佑真 (愛知・愛工大名電) 横井　 咲桜 (大阪・四天王寺)

篠塚　 大登 大藤　 沙月
谷垣　 佑真 横井　 咲桜

四天王寺高
(青森・青森山田) (青森・青森山田)

秀光中教

25年 希望が丘高 四天王寺高
(福岡・希望が丘) (青森・青森山田)

22年 青森山田高 明徳義塾高
(山口・野田学園) (青森・青森山田)

21年

20年 青森山田高

(宮崎・日南学園)
１9年

１６年 仙台育英学園高

秀光中教
(青森・青森山田)

(青森・青森山田)

(宮城・秀光)

(大阪・四天王寺)

青森山田高 四天王寺高
(青森・青森山田) (福岡・希望が丘)

秀光中教

青森山田高 四天王寺高
(青森・青森山田)

１8年 青森山田高
(青森・青森山田)(青森・青森山田)

１7年 青森山田高

23年 青森山田高 四天王寺高
(山口・野田学園) (大阪・四天王寺)

青森山田高 青森山田高
(青森・青森山田) (大阪・四天王寺)

27年 青森山田高 四天王寺高
(埼玉・正智深谷)

24年 青森山田高 青森山田高
(青森・青森山田)

R2年

(愛知・愛工大名電)

R1年 愛工大名電高 四天王寺高
(山口・野田学園) (大阪・四天王寺)

30年 愛工大名電高 四天王寺高
(愛知・愛工大名電) (石川・遊学館)

(愛知・愛工大名電) (高知・明徳義塾)

(青森・青森山田)

26年

R３年

中止

28年 愛工大名電高 四天王寺高
(愛知・愛工大名電) (大阪・四天王寺)

29年 愛工大名電高 四天王寺高

愛工大名電高 四天王寺高
(愛知・愛工大名電) (大阪・四天王寺)


