
大会名 種別 優勝 準優勝 3位 3位（※は4位）
男子（団体） 兵庫 奈良 埼玉 宮﨑
男子（個人） 中別府　凌／藤久雄士 大津中／荒井中 岡安義貴／岡安龍貴 杉戸中 高木智也／津田知紀 松江第四中 尾山仁哉／上田悠馬 福光中／滑川中
男子（シングルス） 野田 空 吉富中 荒木 駿 鶴岡第一中 渡辺大凱 上一色中 内藤慎思 上一色中
女子（団体） 和歌山 群馬 広島 東京
女子（個人） 赤川友里奈／西東彩菜 戸塚中 北本瑞貴／髙松沙也花 寺井中 長谷川憂華／立花さくら 山陽女子中 佐古香織／藤城みちる 加木屋中
女子（シングルス） 石井美々花 就実中 福田千尋 諫早中 三好夏未 壬生中 加納千聖 松山中
男子（団体） 高田商業高 上宮高 岡山理大附高 北海道尚志学園高

女子（団体） 文大杉並高 和歌山信愛高 札幌龍谷学園高 福知山成美高
男子（個人） 増田健人 和歌山県庁 長江光一 NTT西日本広島 船水雄太 NTT西日本広島 船水颯人 早稲田大
女子（個人） 徳川愛実 ヨネックス 林田リコ 文大杉並高 貝瀬ほのか 和歌山信愛高 志牟田智美 神戸松蔭女子学院大

男子（団体） 早稲田大 台北市立大 日本体育大 忠実北大※
女子（団体） 早稲田大 東北福祉大 国立台湾体育運動大 中京大※
男子（個人） 本倉健太郎／上松俊貴 岡山理大附高 宮崎悠登／若月 楓 羽黒高 溝端亮二／金子大祐 高田商業高 佐藤辰哉／川上史弥 尽誠学園高
女子（個人） 林田リコ／宮下こころ 文大杉並高 坂井愛加／阿部真奈 聖和学園高 梶尾明日香／吉田栞里 昇陽高 阪本 唯／津本く美 福知山成美高
男子シングルス 上松俊貴 岡山理大附高 松久大地 大分商業高 塩田 海 尽誠学園高 内田理久 三重高
女子シングルス 貝瀬ほのか 和歌山信愛高 笠井菜々子 修大附鈴峯高 黒田菜穂子 就実高 森本彩鼓 修大附鈴峯高
男子（団体） NTT西日本広島 宇部興産A アキム 京都市役所
女子（団体） ワタキューセイモア ナガセケンコー 東芝姫路 アドマテックス
男子団体 東北高 岡崎城西高 高田商業高 大分商業高
男子個人 本倉健太郎／上松俊貴 岡山理大附高 山根稔平／根本大地 高田商業高 溝端亮二／金子大祐 高田商業高 田邉雅人／内田理久 三重高
女子団体 文大杉並高 和歌山信愛高 高田商業高 高岡西高
女子個人 林田リコ／宮下こころ 文大杉並高 宮下真緒／上田理央 文大杉並高 中村彩乃／吉原花海 文大杉並高 貝瀬ほのか／古田麻友 和歌山信愛高
男子団体 早稲田大 日本体育大 明治大 同志社大
男子個人 船水颯人／吉川純平 早稲田大 立木雅也／平井裕之 明治大 中平慎吾／米澤 要 明治大 西森一貴／真野文暁 同志社大
男子シングルス 船水颯人 早稲田大 安藤優作 早稲田大 今田瑞基 日本体育大 塩田 顯 日本体育大
女子団体 早稲田大 関西大 神戸松蔭学院大 関西学院大
女子個人 志牟田智美／地中 葵 神戸松蔭女子学院大 笠井佑樹／尾上胡桃 日本体育大 那須暁帆／徳田杏菜 東京女子体育大 望月友美佳／小谷真由 明治大
女子シングルス 平久保安純 早稲田大 大森優理 関西学院大 大久保京香 慶應義塾大 草野絵美菜 早稲田大
男子団体 杉戸中 二本松第一中 上宮中 中能登中
男子個人 高木智也／津田知紀 松江第四中 赤川修太／山中柊冴 上宮中 濵田倫太朗／端山羅行 中能登中 岡安義貴／岡安龍貴 杉戸中
女子団体 山陽女子中 修大附鈴峯中 取手第一中 稲城第三中
女子個人 長谷川憂華／立花さくら 山陽女子中 河村笑花／永田玲奈 坂祝中 竹和 華／保科知里 中之条中 徳永栞波／吉川友菜 山陽女子中
男子(個人） 船水雄太／九島一馬 NTT西日本広島／ミズノ 村上雄人／林 大喜 NTT西日本広島 緒方貴浩／荒木 翔 KSTアカデミー／苓北クラブ 増田健人／柴田章平 和歌山県庁／同志社クラブ

女子（個人） 深澤昭恵／森原可奈 東芝姫路 田辺恵理／榎本有花 どんぐり北広島 河村佳奈／石井友梨 ワタキューセイモア 七尾美咲／西本小雪 ワタキューセイモア

男子U20ダブルス 安藤優作／星野慎平 早稲田大 女子U20ダブルス 貝瀬ほのか／古田麻友 和歌山信愛高
男子U20シングルス 内田理久 三重高 女子U20シングルス 尾上胡桃 日本体育大
男子U17ダブルス 山根稔平／根本大地 高田商業高 女子U17ダブルス 林田リコ／宮下こころ 文大杉並高
男子U17シングルス 広岡 宙 上宮高 女子U17シングルス 林田リコ 文大杉並高
男子U14ダブルス 広岡大河／片岡暁紀 上宮中／和田山中 女子U14ダブルス 根岸楓英奈／濱島怜奈 昇陽中／修大附鈴峯中

男子U14シングルス 端山羅行 中能登中 女子U14シングルス 徳永栞波 山陽女子中
少年男子（団体） 三重 奈良 宮城 ※島根
少年女子（団体） 東京 広島 三重 ※千葉
成年男子（団体） 北海道 広島 和歌山 ※宮崎
成年女子（団体） 兵庫 福島 東京 ※愛知
男子（個人） 船水颯人／星野慎平 早稲田大 水澤悠太／長江光一 NTT西日本広島 村上雄人／林 大喜 NTT西日本広島 林田和樹／川淵泰直 ヨネックス
女子（個人） 志牟田智美／地中 葵 神戸松蔭女子学院大 若田実友子／泉谷朋香 東芝姫路 成田 悠／小林優美 アドマテックス 高橋乃綾／半谷美咲 どんぐり北広島
男子U20ダブルス 田邉雅人／永井宏典 三重高／日本体育大 女子U20ダブルス 貝瀬ほのか／泉谷朋香 和歌山信愛高／東芝姫路

男子U20シングルス 内田理久 三重高 女子U20シングルス 田辺恵理 どんぐり北広島
男子U17ダブルス 村田　優／西　泰右 羽黒高／三重高 女子U17ダブルス 林田リコ／宮下こころ 文大杉並高
男子U17シングルス 北本達己 高田商業高 女子U17シングルス 林田リコ 文大杉並高
男子U14ダブルス 矢野颯人／桑山　信 西和中／杉戸中 女子U14ダブルス 庄司琴里／根岸楓英奈 真室川中／昇陽中

男子U14シングルス 大村圭志朗 上宮中 女子U14シングルス 木村日恵 三陽中
男子国別 金（日本） 男子ダブルス金 船水颯人／上松俊貴 男子ダブルス銀 内本隆文／丸山海斗 男子ダブルス銅 篠原秀典／小林幸司 長江光一／水澤悠太

女子国別 銀（日本） 女子ダブルス金 中川瑞貴／森原可奈 女子ダブルス銀 森田奈緒／神谷絵梨奈 女子ダブルス銅 徳川愛実／平久保安純

ミックスダブルス金 船水颯人／佐々木聖花 男子シングルス金 内本隆文 男子シングルス銅 増田健人
男子（団体） NTT西日本広島 ヨネックス 東邦ガス ※宇部興産
女子（団体） ヨネックス ダンロップ 太平洋工業 ※ワタキューセイモア

男子（個人） 本倉健太郎／上松俊貴 岡山理大附高 水澤悠太／長江光一 NTT西日本広島 桂　拓也／塩嵜弘騎 和歌山県庁 篠原秀典／小林幸司 日体桜友会／ミズノ

女子（個人） 高橋乃綾／半谷美咲 どんぐり北広島 森田奈緒／神谷絵梨奈 ヨネックス 深澤昭恵／森原可奈 東芝姫路 林田リコ／宮下こころ 文大杉並高

（大会日程　ネーム）
都道府県全中
2016年3月27・28日
高校選抜
2016年3月28－30日
全日本シングルス
2016年5月14・15日
大学王座
2016年6月22－24日
ハイジャパ
2016年6月22－26日
全日本実業団
2016年7月29－31日
インターハイ
2016年7月29日－8月4日
インカレ
2016年8月5－10日
全中
2016年8月22－24日
全日本社会人
2016年9月3・4日
JOC
2016年9月17・18日
国体
2016年10月2－5日
全日本選手権
2016年10月21－23日
ジュニアジャパン
2016月11月27－28日
アジア選手権
2016年11月16－20日
日本リーグ
2016年12月16－18日
東京インドア
2017年1月15日
全日本インドア
2017年1月29日

第47回全国中学校大会

平成28年度（2016シーズン）主要大会戦績

第27回都道府県対抗全日本中学生大会

第41回全日本高校選抜

全日本実業団（男子61回、女子60回）

全日本高校選手権（インターハイ）

（注）　JOC杯およびジュニアジャパンカップはすべて優勝者／アジア選手権大会は、日本のメダル獲得記録、全日本インドアの結果は未掲載

第23回全日本シングルス選手権

第36回全日本大学王座

第45回ハイスクールジャパンカップ

第71回全日本学生大会（インカレ）

第57回東京インドア

第44回全日本社会人選手権大会

第23回JOC杯・全日本ジュニア

第70回国民体育大会

第71回全日本選手権

第11回ジュニアジャパンカップ

第34回日本リーグ

第８回アジア選手権


