
⼤会名 種別 優勝 準優勝 3位 3位（※は4位）
男⼦（団体） 和歌⼭ 三重 兵庫 東京
男⼦（個⼈） ⽮野颯⼈／濵⽥ 祐 ⻄和中 根⽊凌汰／樋⼝宗⼀郎 ⽥原東部中／⽇進⻄中 濵⽥倫太朗／端⼭羅⾏ 中能登中 幡⾕康平／⽵⾕航洋 杉⼾中
男⼦（シングルス） 北野敦賀 ⻄郷第⼀中 河原直紀 吉富中 ⽊村晃治 岐南中 四位光太 清明学園中
⼥⼦（団体） 東京 広島 ⼤阪 兵庫
⼥⼦（個⼈） 浅⾒今⽇⼦／内潟侑杏 修⼤附鈴峯中 寺川愛美／根岸楓英奈 昇陽中 奥⽥妃奈／松下⽇和 ⼭陽⼥⼦中 ⽇⾼⾥歩／星 絢菜 昭和学院中
⼥⼦（シングルス） 濱島怜奈 修⼤附鈴峯中 岩倉彩佳 野津中 ⼩林美郷 燕中 ⾼橋 偲 南都⽥中
男⼦（団体） ⾼⽥商業⾼ ⽻⿊⾼ 東北⾼ 北海道科学⼤⾼
⼥⼦（団体） 三重⾼ 修⼤附鈴峯⾼ 明豊⾼ 東北⾼
男⼦（個⼈） 船⽔颯⼈ 早稲⽥⼤ ⻑江光⼀ NTT⻄⽇本 増⽥健⼈ 和歌⼭県庁 船⽔雄太 NTT⻄⽇本
⼥⼦（個⼈） 徳川愛実 ヨネックス 尾上胡桃 ⽇本体育⼤ 平久保安純 早稲⽥⼤ 林⽥リコ ⽂⼤杉並⾼
男⼦（団体） 早稲⽥⼤ ⽇本体育⼤ 台北市⽴⼤ 東北福祉⼤※
⼥⼦（団体） 早稲⽥⼤ ⽇本体育⼤ 福岡⼤ 中京⼤※
男⼦（個⼈） 上岡俊介／広岡 宙 上宮⾼ 根本拓哉／齋藤⿓⼆ ⽻⿊⾼ ⼭根稔平／根本⼤地 ⾼⽥商業⾼ 丸⼭ 章／⼩⽥⿓翔 尾道⾼
⼥⼦（個⼈） 林⽥リコ／宮下こころ ⽂⼤杉並⾼ 鈴⽊愛⾹／保科 葵 北越⾼ 福⽥麗優／中別府瑞希 三重⾼ 原⼝美咲／久保菜⽉ 中村学園⼥⼦⾼
男⼦シングルス 広岡 宙 上宮⾼ 上岡俊介 上宮⾼ 阪本 崚 ⾼⽥商業⾼ ⼭根稔平 ⾼⽥商業⾼
⼥⼦シングルス 林⽥リコ ⽂⼤杉並⾼ 鈴⽊優美 ⽇⼤藤沢 松井玲奈 和歌⼭信愛⾼ ⽮作舞彩 東北⾼
男⼦団体 ⽻⿊⾼ 東北⾼ ⽊更津総合⾼ 上宮⾼
男⼦個⼈ 阪本 崚／林湧太郎 ⾼⽥商業⾼ 上岡俊介／広岡 宙 上宮⾼ ⼭根稔平／根本⼤地 ⾼⽥商業⾼ 北野亮介／鈴⽊⻯弥 東北⾼
⼥⼦団体 ⽂⼤杉並⾼ 三重⾼ 東北⾼ 修⼤附鈴峯⾼
⼥⼦個⼈ 林⽥リコ／宮下こころ ⽂⼤杉並⾼ 原⼝美咲／久保菜⽉ 中村学園⼥⼦⾼ ⼩松﨑茉代／原島百合⾹ ⽂⼤杉並⾼ 上野⼩町／吉⽥澪奈 昇陽⾼
男⼦（団体） NTT⻄⽇本 東邦ガスA 和歌⼭県庁A ヨネックス
⼥⼦（団体） ヨネックス 東芝姫路 ダンロップ ナガセケンコー
男⼦団体 早稲⽥⼤ 明治⼤ 同志社⼤ 関⻄学院⼤
男⼦個⼈ 本倉健太郎／丸⼭海⽃ 明治⼤ ⻑尾景陽／松本倫旺 早稲⽥⼤ 三好悠⼤／⾼村悌紳 関⻄外国語⼤ 内本隆⽂／星野慎平 早稲⽥⼤
男⼦シングルス 船⽔颯⼈ 早稲⽥⼤ 星野雄慈 ⽇本体育⼤ 上松俊貴 早稲⽥⼤ 伊藤 幹 慶應義塾⼤
⼥⼦団体 東京⼥⼦体育⼤ ⽇本体育⼤ 早稲⽥⼤ 天理⼤
⼥⼦個⼈ 笠井佑樹／尾上胡桃 ⽇本体育⼤ 志牟⽥智美／地中 葵 神⼾松蔭⼥⼦学院⼤ ⽻渕沙由⾥／⾼杉梨奈 東京⼥⼦体育⼤ 下地彩加／泰江佳奈⼦ 関⻄外国語⼤
⼥⼦シングルス ⽥中 純 関⻄⼤ 尾上胡桃 ⽇本体育⼤ 平久保安純 早稲⽥⼤ ⻄岡真⾥華 関⻄⼤
男⼦団体 杉⼾中 芝東中 印南中 ⻄和中
男⼦個⼈ 幡⾕康平／⽵⾕航洋 杉⼾中 北野敦賀／星⻁太朗 ⻄郷第⼀中 ⼤村圭志朗／⽥中翔⼤ 上宮中 ⽮野颯⼈／濵⽥ 祐 ⻄和中
⼥⼦団体 ⼭陽⼥⼦中 修⼤附鈴峯中 昭和学院中 千代⽥⼥学園中
⼥⼦個⼈ 奥⽥妃奈／藤原⿇央 就実中 武市明⾹⾥／濱島怜奈 修⼤附鈴峯中 徳永栞波／井上爽蘭 ⼭陽⼥⼦中 辻ひまり／⽯川奈美 明祥中
男⼦(個⼈） 丸中⼤明／⻑江光⼀ NTT⻄⽇本 ⽔澤悠太／村上雄⼈ NTT⻄⽇本 船⽔雄太／林 ⼤喜 NTT⻄⽇本 岡本光⽣／加藤顕成 広島翔洋クラブ
⼥⼦（個⼈） ⼩⾕菜津美／⼤槻 麗 ダンロップ 森⽥奈緒／神⾕絵梨奈 ヨネックス ⼤羅夢真／岡村 葵 ダンロップ 植⽥幸寿保／⽯井友梨 ワタキューセイモア
男⼦U20シングルス 内本隆⽂ 早稲⽥⼤ ⼥⼦U20シングルス ⾙瀬ほのか ヨネックス
男⼦U17シングルス 林 湧太郎 ⾼⽥商業⾼ ⼥⼦U17シングルス ⼩林愛美 ⽂⼤杉並⾼
男⼦U14シングルス 武市 ⼤輝 下松中 ⼥⼦U14シングルス 松岡琴美 ⼭陽⼥⼦中
少年男⼦（団体） 奈良 島根 ⼭形 ※宮城
少年⼥⼦（団体） 東京 三重 神奈川 ※和歌⼭
成年男⼦（団体） 広島 三重 北海道 ※和歌⼭
成年⼥⼦（団体） 千葉 京都 福島 ※兵庫
男⼦（個⼈） ⽔澤悠太／村上雄⼈ NTT⻄⽇本 丸中⼤明／⻑江光⼀ NTT⻄⽇本 上岡俊介／広岡 宙 上宮⾼ 篠原秀典／⼩林幸司 ⽇体桜友会／ミズノ
⼥⼦（個⼈） 林⽥リコ／宮下こころ ⽂⼤杉並⾼ ⾼橋乃綾／半⾕美咲 どんぐり北広島 徳川愛実／黑⽊瑠璃華 ヨネックス ⾙瀬ほのか／⿊⽥⿇⾐ ヨネックス
男⼦U20ダブルス 内本隆⽂／根本⼤地 早稲⽥⼤／⾼⽥商業⾼ ⼥⼦U20ダブルス 森本彩⿎／吉⽥栞⾥ 修⼤附鈴峯⾼／ヨネックス
男⼦U20シングルス 上松俊貴 早稲⽥⼤ ⼥⼦U20シングルス 福⽥麗優 三重⾼
男⼦U17ダブルス 櫻井恒暢／林湧太郎 前橋商業⾼／⾼⽥商業⾼ ⼥⼦U17ダブルス ⽊瀬晶絵／吉⽥澪奈 須磨学園⾼／昇陽⾼
男⼦U17シングルス 林湧太郎 ⾼⽥商業⾼ ⼥⼦U17シングルス ⽵⽥真樹 三重⾼
男⼦U14ダブルス 菅野晃太朗／菊⼭太陽 領家中／⻄和中 ⼥⼦U14ダブルス 五⼗嵐美結／原⽥美結 光が丘第⼆中／追分中
男⼦U14シングルス 武市⼤輝 下松中 ⼥⼦U14シングルス 五⼗嵐美結 光が丘第⼆中
男⼦（団体） NTT⻄⽇本 ヨネックス 東邦ガス ※ワタキューセイモア
⼥⼦（団体） ヨネックス ダンロップ ワタキューセイモア ※ナガセケンコー
男⼦（個⼈） 船⽔颯⼈／上松俊貴 早稲⽥⼤ ⽔澤悠太／村上雄⼈ NTT⻄⽇本 安藤優作／内⽥理久 早稲⽥⼤ 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 林⽥リコ／宮下こころ ⽂⼤杉並⾼ 森⽥奈緒／神⾕絵梨奈 ヨネックス 植⽥幸寿保／⽯井友梨 ワタキューセイモア

平成29年度（2017シーズン）主要⼤会戦績
（注）JOC杯、ジュニアジャパンカップはすべて優勝者／全⽇本インドアの結果は未掲載

第72回全⽇本選⼿権

第12回ジュニアジャパンカップ

第34回⽇本リーグ

第58回東京インドア

全⽇本実業団選⼿権⼤会（男⼦62回、⼥⼦61回）

全⽇本学⽣⼤会（インカレ）

第48回全国中学校⼤会

第45回全⽇本社会⼈選⼿権⼤会

第24回JOC杯・全⽇本ジュニア（ダブルスは⾬天中⽌

第72回国⺠体育⼤会

第28回都道府県対抗全⽇本中学⽣⼤会

第42回全⽇本⾼校選抜

第24回全⽇本シングルス選⼿権

第37回全⽇本⼤学王座

第46回ハイスクール・ジャパンカップ

全⽇本⾼校選⼿権（インターハイ）


