
（２１）全国高等学校選抜卓球大会

年度 開催地 男子学校対抗 女子学校対抗 男子シングルス 女子シングルス

第１回 富田　　満 中井万里子

４８年 （東山・京都） （華頂女子・京都）

第２回 大嶋　雅美 新保富美子

４９年 (名電工・愛知） （東奥女子・青森）

第３回 坂本　憲一 千葉　良子

５０年 （湘南工大附・神奈川） （青森山田・青森）

第４回 橋本　　貢 川東加代子

５１年 （鉾田一・茨城） （柳川・福岡）

第５回 熊谷商業高校 都城商業高校

５２年 （埼玉） （宮崎）

第６回 熊谷商業高校 柳川高校

５３年 （埼玉） （福岡）

第７回 熊谷商業高校 真岡女子高校

５４年 （埼玉） （栃木）

第８回 東山高校 柳川高校

５５年 （京都） （福岡）

第９回 青森商業高校 柳川高校

５６年 （青森） （福岡）

第10回 熊谷商業高校 京浜女子商業高校

５７年 （埼玉） （神奈川）

第11回 熊谷商業高校 柳川高校

５８年 （埼玉） （福岡）

第12回 桜丘高校 京浜女子商業高校

５９年 （愛知） （神奈川）

第13回 東山高校 四天王寺高校

６０年 （京都） （大阪）

第14回 熊谷商業高校 四天王寺高校

６１年 （埼玉） （大阪）

第15回 熊谷商業高校 京浜女子商業高校

６２年 （埼玉） （神奈川）

第16回 桜丘高校 白鵬女子高校

６３年 （愛知） （神奈川）

第17回 埼工大深谷高校 就実高校

H1年 （埼玉） （岡山）

第18回 埼工大深谷高校 白鵬女子高校

　２年 （埼玉） （神奈川）

第19回 愛工大名電高校 仙台育英学園高校 緒方　真寛 坂田　　愛

　３年 （愛知） （宮城） （日大藤沢・神奈川） （熊本中央女子・熊本）

第20回 上宮高校 仙台育英学園高校 大越　弘之 青野裕美子

　４年 （大阪） （宮城） （小高工・福島） （東京成徳・東京）

第21回 上宮高校 四天王寺高校 入江　　誠 矢沢　久美

  ５年 （大阪） （大阪） （須賀川・福島） （東京成徳・東京）

第22回 桜丘高校 高蔵高校 春山　昌也 菅原　由紀

  ６年 （愛知） （愛知） （鹿児島実･鹿児島） （鶴商学園・山形）

第23回 愛工大名電高校 青森山田高校 一柳　　誠 服部　　愛

　７年 （愛知） （青森） （桜丘・愛知） （県岐阜商・岐阜）

第24回 上宮高校 富田高校 戸井　聖和 坂田　綾子

　８年 （大阪） （岐阜） （洛東・京都） （中村女子・福岡）

第25回 青森山田高校 四天王寺高校 小笠原憲志 佐藤　祐子

　９年 （青森） （大阪） （杜若・愛知） （大曲・秋田）

第26回 青森山田高校 仙台育英学園高校 佐々木智由 田部井　愛

　１０年 （青森） （宮城） （武相・神奈川） （細田学園・埼玉）

第27回 青森山田高校 四天王寺高校 門田　洋幸 木村　紗織

　１１年 （青森） （大阪） （宮島工・広島） （東奥学園・青森）

第28回 青森山田高校 四天王寺高校 大宮　俊彦 広瀬　裕子

　１２年 （青森） （大阪） （青森商・青森） （真岡女子・栃木）

第29回 青森山田高校 四天王寺高校 川村　公祐 草野　梨絵

　１３年 （青森） （大阪） （三浦・神奈川） （長崎女子商・長崎）

第30回 青森山田高校 仙台育英学園高校 八木　智也 張　　　　璐

　１４年 （青森） （宮城） （専大松戸・千葉） （別府女子・大分）

第31回 青森山田高校 青森山田高校 村上　　祥 大井のぶか

　１５年 （青森） （青森） （青森商・青森） （東奥学園・青森）
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年度 開催地 男子学校対抗 女子学校対抗 男子シングルス 女子シングルス

第32回 青森山田高校 秀光中等教育学校 藤田　雄輔 村上　　唯

１６年 （青森） （宮城） （青森商・青森） （東奥学園・青森）

第33回 青森山田高校 秀光中等教育学校 千葉　一紀 石黒　未恵

１７年 （青森） （宮城） （青森商・青森） （札幌南・北海道）

第34回 青森山田高校 富田高校 灘　　政伸 山口　真由

１８年 （青森） （岐阜） （桜丘・愛知） （関西大学第一・大阪）

第35回 青森山田高校 四天王寺高校 松沢　弘明 星川　奈菜

１９年 （青森） （大阪） （青森商・青森） （愛知商業・愛知）

第36回 青森山田高校 四天王寺高校 小森　文俊 柏木　美輝

２０年 （青森） （大阪） （三浦学院・神奈川） （木更津総合・千葉）

第37回 野田学園高校 四天王寺高校 山口　大知 秋葉　史穂

２１年 （山口） （大阪） （県岐阜商・岐阜） （和洋女子・千葉）

第38回

２２年

第39回 青森山田高校 四天王寺高校 高橋　一帆 山口　　愛

２３年 （青森） （大阪） （松徳学院・島根） （慶應藤沢・神奈川）

第40回 希望が丘高校 四天王寺高校 坂井　瑞輝 金丸あすか

２４年 （福岡） （大阪） （中京・岐阜） （横浜創英・神奈川）

第41回 野田学園高校 希望が丘高校 村上　奨記 岩本　結菜

２５年 （山口） （福岡） （高田・岩手） （誠修・福岡）

第42回 愛工大名電高校 四天王寺高校 多田　浩嗣 田中 理沙

２６年 （愛知） （大阪） （大阪星光・大阪） （天王寺・大阪）

第43回 愛工大名電高校 四天王寺高校 佐々木 盛将 北村ゆめの

２７年 （愛知） （大阪） （浪速・大阪） （文星女子・栃木）

第44回 愛工大名電高校 四天王寺高校 北澤健太郎 久保莉乃果

２８年 （愛知） （大阪） (早稲田実業・東京) (椙山女学園・愛知）

第45回 愛工大名電高校 四天王寺高校 笠垣　杏介 中川　遥奈

２9年 （愛知） （大阪） （福知山成美・京都） （新見・岡山）

第46回 愛工大名電高校 四天王寺高校 烏田　　幸 今井汐珠玖

30年 （愛知） （大阪） （広島商船・広島） （愛知商業・愛知）

第47回

Ｒ１年

第48回 愛工大名電高校 四天王寺高校 池田　暁仁 芝田　有里

Ｒ2年 （愛知） （大阪） （関商工・岐阜） （敦賀・福井）

第49回 愛工大名電高校 四天王寺高校 井　修紀 吉住　聖香

R3年 （愛知） （大阪） （自由ケ丘・福岡) （伝習館・福岡)
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