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JBVツアー2005～2009・優勝回数

■ 男子

【個人】

朝日健太郎 22回
白鳥勝浩 17回
渡辺聡 6回
森川太地 3回
西村晃一 1回
山本辰生 1回

【チーム】

朝日健太郎・白鳥勝浩 16回
朝日健太郎・渡辺聡 6回
白鳥勝浩・森川太地 1回
西村晃一・森川太地 1回
森川太地・山本辰生 1回



JBVツアー2005～2009 ・優勝回数

女子

【個人】

楠原千秋 11回
田中姿子 11回
小泉栄子 9回
佐伯美香 7回
浦田聖子 6回
鈴木洋美 3回
徳野涼子 1回
尾崎睦 1回
草野歩 1回

【チーム】

小泉栄子・田中姿子 9回
楠原千秋・佐伯美香 6回
浦田聖子・楠原千秋 5回
鈴木洋美・田中姿子 2回
佐伯美香・徳野涼子 1回
浦田聖子・鈴木洋美 1回
尾崎睦・草野歩 1回



JBVツアー2005～2009 ・連覇回数

■男子

朝日健太郎・白鳥勝浩 9連覇／06年第4戦～08年第2戦

朝日健太郎・渡辺聡 4連覇／05年第3戦～06年第1戦

■女子

小泉栄子・田中姿子 4連覇／06年第3戦～07年第1戦



JBVツアー2005～2009 ・その他

■最年少優勝

男子／白鳥勝浩 28歳7ヵ月／05年第2戦
女子／草野歩 24歳2ヵ月／09年第4戦

■最年長優勝

男子／西村晃一 34歳11ヶ月／08年第3戦
女子／佐伯美香 36歳11ヵ月／09年第5戦

■連続決勝進出

男子／朝日健太郎 18回／06年第3戦～09年第5戦
白鳥勝浩 18回／06年第3戦～09年第5戦

女子／楠原千秋 7回／08年第4戦～09年第5戦



JBVツアー・入賞チーム 2005年

第1戦東京オープン 第2戦霧島酒造オープン 第３戦愛媛オープン 第４戦福岡オープン 第５戦東京オープン

男子

優勝 朝日健太郎・渡辺聡 白鳥勝浩・森川太地 朝日健太郎・渡辺聡 朝日健太郎・渡辺聡 朝日健太郎・渡辺聡

準優勝 白鳥勝浩・森川太地 朝日健太郎・渡辺聡 青木晋平・畑信也 森川太地・山本辰生 青木晋平・畑信也

3位 西村晃一・山本辰生 西村晃一・山本辰生 白鳥勝浩・西村晃一 白鳥勝浩・西村晃一 白鳥勝浩・西村晃一

3位 青木晋平・畑信也 青木晋平・畑信也 森川太地・山本辰生 木村雄一・鈴木太郎 森川太地・山本辰生

女子

優勝 浦田聖子・楠原千秋 小泉栄子・田中姿子 小泉栄子・田中姿子 浦田聖子・楠原千秋 佐伯美香・徳野涼子

準優勝 小泉栄子・田中姿子 浦田聖子・楠原千秋 浦田聖子・楠原千秋 小泉栄子・田中姿子 小泉栄子・田中姿子

3位 佐伯美香・徳野涼子 佐伯美香・小田壽子 佐伯美香・徳野涼子 小栗幸恵・真壁美穂 浦田聖子・楠原千秋

3位 小栗幸恵・真壁美穂 井上綾子・中林優子 浅尾美和・清家ちえ 三木庸子・藤原みか子 浅尾美和・西堀健実



JBVツアー・入賞チーム 2006年

第1戦愛知オープン 第2戦東京オープン 第３戦霧島酒造オープン 第４戦福岡オープン 第５戦東京オープン

男子

優勝 朝日健太郎・渡辺聡 森川太地・山本辰生 朝日健太郎・渡辺聡 朝日健太郎・白鳥勝浩 朝日健太郎・白鳥勝浩

準優勝 白鳥勝浩・西村晃一 青木晋平・畑信也 白鳥勝浩・西村晃一 西村晃一・渡辺聡 西村晃一・渡辺聡

3位 森川太地・山本辰生 朝日健太郎・渡辺聡 森川太地・山本辰生 畑信也・望月剛
ARDIYANSAH・
DARKUNCORO

3位 木村雄一・鈴木太郎 白鳥勝浩・西村晃一 青木晋平・畑信也
ARDIYANSAH・
DARKUNCORO

SALIM・SUPRIADI

女子

優勝 小泉栄子・田中姿子 浦田聖子・楠原千秋 小泉栄子・田中姿子 小泉栄子・田中姿子 小泉栄子・田中姿子

準優勝 浦田聖子・楠原千秋 小泉栄子・田中姿子 浦田聖子・楠原千秋 佐伯美香・楠原千秋 佐伯美香・楠原千秋

3位 藤原みか子・三木庸子 藤原みか子・三木庸子 藤原みか子・三木庸子 浅尾美和・西堀健実 浅尾美和・西堀健実

3位 井上綾子・駒田順子 浅尾美和・西堀健実 浅尾美和・西堀健実 藤原みか子・三木庸子 浦田聖子・鈴木洋美



JBVツアー・入賞チーム 2007年

第1戦愛知オープン 第2戦東京オープン 第３戦霧島酒造オープン 第４戦福岡オープン 第５戦東京オープン

男子

優勝 朝日健太郎・白鳥勝浩 朝日健太郎・白鳥勝浩 朝日健太郎・白鳥勝浩 朝日健太郎・白鳥勝浩 朝日健太郎・白鳥勝浩

準優勝 西村晃一・渡辺聡 西村晃一・渡辺聡 森川太地・山本辰生 西村晃一・森川太地 山本辰生・渡辺聡

3位 森川太地・山本辰生 森川太地・山本辰生 西村晃一・渡辺聡 山本辰生・渡辺聡 西村晃一・森川太地

3位 井上真弥・畑信也 高尾和行・仲矢靖央 高尾和行・仲矢靖央 高尾和行・仲矢靖央 高尾和行・仲矢靖央

女子

優勝 小泉栄子・田中姿子 浦田聖子・鈴木洋美 佐伯美香・楠原千秋 佐伯美香・楠原千秋 佐伯美香・楠原千秋

準優勝 佐伯美香・楠原千秋 駒田順子・藤原みか子 小泉栄子・田中姿子 小泉栄子・田中姿子 駒田順子・藤原みか子

3位 浅尾美和・西堀健実 浅尾美和・西堀健実 浅尾美和・西堀健実 浦田聖子・鈴木洋美 小泉栄子・田中姿子

3位 小栗幸恵・真壁美穂 小栗恵美・由比初美 駒田順子・藤原みか子 浅尾美和・西堀健実 浅尾美和・西堀健実



JBVツアー・入賞チーム 2008年

第１戦霧島酒造オープン 第２戦愛知オープン 第３戦東京オープン 第４戦NISSINオープン 第５戦アイムの家オープン

男子

優勝 朝日健太郎・白鳥勝浩 朝日健太郎・白鳥勝浩 西村晃一・森川太地 朝日健太郎・白鳥勝浩 朝日健太郎・白鳥勝浩

準優勝 西村晃一・森川太地 井上真弥・川合庶 朝日健太郎・白鳥勝浩 畑信也・山本辰生 西村晃一・森川太地

3位 畑信也・山本辰生 西村晃一・森川太地 畑信也・山本辰生 西村晃一・森川太地 高尾和行・仲矢靖央

3位 青木晋平・長谷川徳海 高尾和行・仲矢靖央 青木晋平・長谷川徳海 青木晋平・長谷川徳海 畑信也・山本辰生

女子

優勝 小泉栄子・田中姿子 佐伯美香・楠原千秋 小泉栄子・田中姿子 佐伯美香・楠原千秋 佐伯美香・楠原千秋

準優勝 浅尾美和・西堀健実 浦田聖子・鈴木洋美 浦田聖子・鈴木洋美 浦田聖子・鈴木洋美 駒田順子・藤原みか子

3位 佐伯美香・楠原千秋 小泉栄子・田中姿子 浅尾美和・西堀健実 小泉栄子・田中姿子 浦田聖子・鈴木洋美

3位 浦田聖子・鈴木洋美 尾崎睦・草野歩 佐伯美香・楠原千秋 浦田景子・梁川友紀 小泉栄子・田中姿子



JBVツアー・入賞チーム 2009年

第１戦愛知オープン 第２戦東京オープン 第３戦霧島酒造オープン 第４戦東京オープン
第５戦エコシステム

オープン

男子

優勝 朝日健太郎・白鳥勝浩 朝日健太郎・白鳥勝浩 朝日健太郎・白鳥勝浩 朝日健太郎・白鳥勝浩 朝日健太郎・白鳥勝浩

準優勝 畑信也・山本辰生 Carey Dan・Kapa Isaac 井上真弥・仲矢靖央 西村晃一・長谷川徳海 畑信也・山本辰生

３位 青木晋平・長谷川徳海 畑信也・山本辰生 畑信也・山本辰生 畑信也・山本辰生 井上真弥・仲矢靖央

女子

優勝 鈴木洋美・田中姿子 浦田聖子・楠原千秋 鈴木洋美・田中姿子 尾崎睦・草野歩 浦田聖子・楠原千秋

準優勝 浦田聖子・楠原千秋 浅尾美和・西堀健実 浦田聖子・楠原千秋 浦田聖子・楠原千秋 尾崎睦・草野歩

３位 浅尾美和・西堀健実 尾崎睦・草野歩 浅尾美和・西堀健実 鈴木洋美・田中姿子 浅尾美和・西堀健実



ふくいカップ・入賞チーム

第1回 美浜大会 第2回 おおい大会

男子

優勝 朝日健太郎・白鳥勝浩 朝日健太郎・白鳥勝浩

準優勝 畑信也・山本辰生 畑信也・山本辰生

3位 西村晃一・森川太地 井上真弥・仲矢靖央

3位 青木晋平・長谷川徳海

女子

優勝 佐伯美香・楠原千秋 尾崎睦・草野歩

準優勝 小泉栄子・田中姿子 鈴木洋美・田中姿子

3位 浅尾美和・西堀健実 浅尾美和・西堀健実

3位 浦田聖子・鈴木洋美



JBVツアー・男子

上位チームの勝率

2006 試合数 勝数 負数 勝率

朝日健太郎・渡辺聡 10 9 1 90%

朝日健太郎・白鳥勝浩 8 8 0 100

白鳥勝浩・西村晃一 10 7 3 70

西村晃一・渡辺聡 8 6 2 75

森川太地・山本辰生 16 9 7 56.2

2007 試合数 勝数 負数 勝率

朝日健太郎・白鳥勝浩 20 20 0 100%

西村晃一・渡辺聡 12 8 4 66.6

高尾和行・仲矢靖央 30 20 10 66.6

西村晃一・森川太地 8 5 3 62.5

山本辰生・森川太地 12 7 5 58.3

山本辰生・渡辺聡 7 4 3 57.1

52121325井上真弥・仲矢靖央

60.891423畑信也・山本辰生

100%02020朝日健太郎・白鳥勝浩

勝率負数勝数試合数2009

57.191221畑信也・山本辰生

60101525青木晋平・長谷川徳海

68.491322高尾和行・仲矢靖央

7061420西村晃一・森川太地

95%11920朝日健太郎・白鳥勝浩

勝率負数勝数試合数2008



JBVツアー・男子

上位チームのセット率

2006 セット数 得数 失数 セット率

朝日健太郎・渡辺聡 22 18 4 81.8

朝日健太郎・白鳥勝浩 19 16 3 84.2

白鳥勝浩・西村晃一 22 16 6 72.7

西村晃一・渡辺聡 20 14 6 70

森川太地・山本辰生 33 18 15 54.5

2007 セット数 得数 失数 セット率

朝日健太郎・白鳥勝浩 44 40 4 90.9

西村晃一・渡辺聡 29 19 10 65.5

高尾和行・仲矢靖央 65 41 24 63

西村晃一・森川太地 16 10 6 62.5

山本辰生・森川太地 26 15 11 57.6

山本辰生・渡辺聡 15 9 6 60

50.9272855井上真弥・仲矢靖央

57.6223052畑信也・山本辰生

95.224042朝日健太郎・白鳥勝浩

セット率失数得数セット数2009

57.4202747畑信也・山本辰生

59.2223254青木晋平・長谷川徳海

57.4202747高尾和行・仲矢靖央

67.4142943西村晃一・森川太地

92.633841朝日健太郎・白鳥勝浩

セット率失数得数セット数2008



JBVツアー・女子

上位チームの勝率

2006 試合数 勝数 負数 勝率

小泉栄子・田中姿子 20 18 2 90%

浦田聖子・楠原千秋 11 9 2 81.8

佐伯美香・楠原千秋 9 6 3 66.6

浅尾美和・西堀健実 19 11 8 57.8

2007 試合数 勝数 負数 勝率

佐伯美香・楠原千秋 18 17 1 94%

小泉栄子・田中姿子 19 14 5 73.6

浅尾美和・西堀健実 18 11 7 61.1

浦田聖子・鈴木洋美 17 10 7 58.8 62.591524浅尾美和・西堀健実

62.9101727尾崎睦・草野歩

7061420鈴木洋美・田中姿子

85%31720浦田聖子・楠原千秋

勝率負数勝数試合数2009

506612浅尾美和・西堀健実

54.5101222尾崎睦・草野歩

61.981321浦田聖子・鈴木洋美

78.941519小泉栄子・田中姿子

84%31619佐伯美香・楠原千秋

勝率負数勝数試合数2008



JBVツアー・女子

上位チームのセット率

2006 セット数 得数 失数 セット率

小泉栄子・田中姿子 37 37 7 84

浦田聖子・楠原千秋 24 19 5 79.1

佐伯美香・楠原千秋 20 14 6 70

浅尾美和・西堀健実 43 23 20 53.4

2007 セット数 得数 失数 セット率

佐伯美香・楠原千秋 39 35 4 89.7

小泉栄子・田中姿子 45 30 15 66.6

浅尾美和・西堀健実 40 24 16 40

浦田聖子・鈴木洋美 38 21 17 55.2 65.1152843浅尾美和・西堀健実

58.3253560尾崎睦・草野歩

68153247鈴木洋美・田中姿子

76113546浦田聖子・楠原千秋

セット率失数得数セット数2009

50141428浅尾美和・西堀健実

54232750尾崎睦・草野歩

61.2193049浦田聖子・鈴木洋美

73.8113142小泉栄子・田中姿子

82.573340佐伯美香・楠原千秋

セット率失数得数セット数2008



ビーチバレージャパン・歴代記録1／2
優勝 準優勝 3位

1987 川合俊一・熊田康則 岩島章博・三橋栄三郎 柿本清・星川保文

1988 姜萬守・松田明彦 小泉伸一・澤田秀一 川合俊一・熊田康則

1989 姜萬守・松田明彦 岩島章博・三橋栄三郎 菅野幸一郎・高尾和行

1990 菅野幸一郎・高尾和行 田中康雄・山本和史 蔭山弘道・松本聡

1991 熊田康則・松本聡 金子敏和・楊成太 蔭山弘道・瀬戸山正二

1992 関浩司・松本岳士 田中康雄・山本和史 川合俊一・熊田康則

1993 金子敏和・楊成太 川合俊一・熊田康則 松本聡・米山一朋

1994 孫政郁・野口拓也 熊田康則・松本聡 小川淳・酒井新悟

1995 金子敏和・楊成太 小川淳・酒井新悟 川合俊一・熊田康則

1996 尾崎侯・山本知寿 金子敏和・楊成太 小川淳・酒井新悟

1997 尾崎侯・山本知寿 高尾和行・小川淳 川合庶・斉藤美道

1998 尾崎侯・山本知寿 高尾和行・楊成太 川合庶・小沢健

1999 尾崎侯・森川太地 川合庶・山本知寿 高尾和行・渡辺聡



ビーチバレージャパン・歴代記録2／2

優勝 準優勝 3位

2000 尾崎侯・森川太地 白鳥勝浩・平野将弘 高尾和行・渡辺聡

2001 小川貴史・高尾和行 白鳥勝浩・渡辺聡 桐原勇人・平野将弘

2002 白鳥勝浩・渡辺聡 小川貴史・高尾和行 桐原勇人・尾崎侯

2003 白鳥勝浩・渡辺聡 西村晃一・朝日健太郎 山本辰生・平野将弘

2004 白鳥勝浩・渡辺聡 西村晃一・朝日健太郎 桐原勇人・青木晋平

2005 白鳥勝浩・西村晃一 森川太地・山本辰生 川合庶・平野将弘 畑信也・青木晋平

2006 白鳥勝浩・朝日健太郎 西村晃一・渡辺聡 森川太地・山本辰生 木村雄一・鈴木太郎

2007 白鳥勝浩・朝日健太郎 西村晃一・森川太地 渡辺聡・山本辰生 高尾和行・仲矢靖央

2008 白鳥勝浩・朝日健太郎 青木晋平・長谷川徳海 西村晃一・森川太地 高尾和行・仲矢靖央

2009 白鳥勝浩・朝日健太郎 青木晋平・長谷川徳海 山本辰生・畑信也 井上真弥・仲矢靖央



ビーチバレージャパン・優勝回数

■個人 白鳥勝浩 8回

尾崎侯 5回

朝日健太郎 4回

山本知寿 3回

渡辺聡 3回

森川太地 2回

高尾和行 2回

熊田康則 2回

金子敏和 2回

楊成太 2回

姜萬守 2回

松田明彦 2回



ビーチバレージャパン・優勝回数

■チーム 白鳥勝浩・朝日健太郎 4連覇 06年～09年

白鳥勝浩・渡辺聡 3連覇 02年～04年

尾崎侯・山本知寿 3連覇 96年～98年

尾崎侯・森川太地 2連覇 99年～00年

姜萬守・松田明彦 2連覇 88年～89年



ビーチバレージャパン・連覇回数

■個人 白鳥勝浩 8回 02年～09年

尾崎侯 5回 96年～00年

朝日健太郎 4回 06年～09年

山本知寿 3回 96年～98年

渡辺聡 3回 02年～04年

森川太地 2回 99年～00年

姜萬守 2回 88年～89年

松田明彦 2回 88年～89年



ビーチバレージャパン・連覇回数

■チーム 朝日健太郎・白鳥勝浩 4連覇 06年～09年

白鳥勝浩・渡辺聡 3連覇 02年～04年

尾崎侯・山本知寿 3連覇 96年～98年

尾崎侯・森川太地 2連覇 99年～00年

姜萬守・松田明彦 2連覇 88年～89年



ビーチバレージャパン・入賞回数

■個人 高尾和行 10回

白鳥勝浩 10回

熊田康則 10回

渡辺聡 8回

森川太地 6回

尾崎侯 6回

西村晃一 6回

朝日健太郎 6回



ビーチバレージャパン・その他

■最年少優勝

小川貴史 22歳8ヵ月／01年

■最年長優勝

高尾和行 34歳3ヵ月／01年

■連続出場

白鳥勝浩 12年／98年～09年



ジャパンレディース・歴代記録 1／2
優勝 準優勝 3位

1990 木藤睦・金子千亜紀・中尾美樹 香場文・藤野真理子・長井真弓 丸山さとみ・綿本知佐子・津雲博子

1991 三田村則子・塩田かおり 藤野真理子・長井真弓 荒巻千佳子・西村明代

1992 桐野江涼子・佐伯美香 中島和美・神田貴己江 仲本直子・北川友規子

1993 桐野江涼子・佐伯美香 勝田並・名取知恵 藤田幸子・高橋有紀子

1994 佐伯美香・木村久美 橋本由紀子・南井順子 勝田並・坂本清美

1995 橋本由紀子・南井順子 勝田並・坂本清美 木村久美・清家ちえ

1996 高橋有紀子・石坂有紀子 橋本真弥・衣笠恵理 浮ヶ谷知子・真壁純子

1997 中野照子・橋本真弥 衣笠恵理・浮ヶ谷知子 徳野涼子・清家ちえ

1998 徳野涼子・楠原千秋 土屋かおり・中野照子 橋本真弥・玉虫恵美子 三好則子・田村れい子

1999 中村則子・浮ヶ谷知子 鳥居千穂・衣笠恵理 小松奈津子・山本梨加



ジャパンレディース・歴代記録 2／2
優勝 準優勝 3位

2000 小松奈津子・相良幸子 青木美沙衣・中井絵利 中村則子・浮ヶ谷知子

2001 高橋有紀子・石坂有紀子 中村則子・瀬川智子 小松奈津子・中村智子

2002 小松奈津子・山川美咲 井上綾子・小田壽子 斉藤純子・真壁美穂

2003 真壁純子・真壁美穂 井上綾子・小田壽子 宮田真利子・梁川友紀

2004 田中姿子・真壁美穂 井上綾子・小泉栄子 高橋有紀子・浅尾美和

2005 井上綾子・中林優子 由比初美・小栗恵美 三木庸子・藤原みか子

2006 小泉栄子・田中姿子 浦田聖子・楠原千秋 佐伯美香・鈴木洋美

2007 浦田聖子・鈴木洋美 小栗幸恵・真壁美穂 藤原みか子・駒田順子

2008 浅尾美和・西堀健実 田中姿子・小泉栄子 浦田聖子・鈴木洋美

2009 田中姿子・鈴木洋美 楠原千秋・浦田聖子 尾崎睦・草野歩



ジャパンレディース・優勝回数

■個人 佐伯美香 3回

高橋有紀子 2回

石坂有紀子 2回

田中姿子 2回

鈴木洋美 2回

真壁美穂 2回

小松奈津子 2回

桐野江涼子 2回



ジャパンレディース・その他

■連覇回数／チーム

桐野江涼子・佐伯美香 2連覇／92年～93年

■連覇回数／個人

佐伯美香 3回／92年～94年
桐野江涼子 3回／92年～93年
真壁美穂 2回／03年～04年

■最年少優勝

佐伯美香 20歳11ヵ月／92年

■最年長優勝

田中姿子 34歳1ヵ月／09年



大学選手権 ・ 歴代優勝校

1989 法政大（菅野幸一郎・高尾和行）

1990 日本体育大（松本岳・丸尾文治）

1991 日本体育大（松本岳・尾崎侯）

1992 亜細亜大（細川延由・小糸敬夫）

1993 亜細亜大（細川延由・小糸敬夫）

1994 亜細亜大（細川延由・小糸敬夫）

1995 国士舘大（望月剛・渡辺聡）

1996 国士舘大（古藤・渡辺聡）

1997 鹿屋体育大（津曲勝利・島袋）

1998 東海大（佐藤宝男・白鳥勝浩）

1999 東京学芸大（吉川清彦・今井起之）

2000 鹿屋体育大（畑信也・松永卓）

2001 中央大（村上龍介・松本慶彦）

2002 鹿屋体育大（伊江周二・徳永仁）

2003 大阪学院大（井上真弥・黒江）

2004 鹿屋体育大（清水・瀬田久史）

2005 福岡大（楠木孝志郎・牛島忠紀）

2006 中央学院大（岩井浩二・長谷川徳海）

2007 国士舘大（長谷川翔・石川雄一郎）

2008 国士舘大（長谷川翔・石川雄一郎）

2009 国士舘大（下越裕太・石川雄一郎）

■男子



大学選手権 ・ 歴代優勝校

1989 天理大学 （岡本・高奥・段野）

1990 武庫川女子大 （奥村・豊田・中嶋）

1991 天理大学 （貝辻・段野）

1992 武庫川女子大（神田・中嶋）

1993 武庫川女子大（北川・真田）

1994 武庫川女子大（内田・藤原）

1995 武庫川女子大（竹本・横畠）

1996 東京学芸大（楠原千秋・国沢）

1997 武庫川女子大（野口・森下）

1998 順天堂大（前川・重本）

1999 武庫川女子大（山田由紀子・荒野良子）

2000 武庫川女子大（荒野良子・田村友佳子）

2001 武庫川女子大（中井・田村友佳子）

2002 東京女子体育大（由比初美・保立沙織）

2003 東京女子体育大（保立沙織・米田千春）

2004 東京女子体育大（保立沙織・米田千春）

2005 東京女子体育大（保立沙織・米田千春）

2006 東京女子体育大（尾崎睦・田村美恵）

2007 国士舘大（葛西紗矢佳・水沼広美）

2008 武庫川女子大（北田佳菜・岸村恵理）

2009 武庫川女子大（北田佳菜・岸村恵理）

■女子



大学選手権 ・ 男子優勝回数

■優勝回数・学校 国士舘大 5回

鹿屋体育大 4回

亜細亜大 3回

日本体育大 2回

■連覇回数・学校 亜細亜大 3回 92年～94年

国士舘大 3回 07年～09年

国士舘大 2回 95年～96年

日本体育大 2回 90年～91年

■優勝回数・個人 細川延由 3回

小糸敬夫 3回

石川雄一郎 3回

松本岳士 2回

長谷川翔 2回

渡辺聡 2回

■連覇回数・個人 細川延由 3回 92年～94年

小糸敬夫 3回 92年～94年

石川雄一郎 3回 07年～09年

松本岳士 2回 90年～91年

長谷川翔 2回 07年～08年

渡辺聡 2回 95年～96年



大学選手権 ・ 女子優勝回数

■優勝回数・学校 武庫川女子大 11回

東京女子体育大 5回

天理大 2回

■連覇回数・学校 東京女子体育大 5回 02年～06年

武庫川女子大 4回 92年～95年

武庫川女子大 3回 99年～01年

武庫川女子大 2回 08年～09年■優勝回数・個人 保立沙織 4回

米田千春 3回

荒野良子 2回

田村友佳子 2回

北田佳菜 2回

岸村恵理 2回

段野 2回

■連覇回数・個人 保立沙織 4回 02年～05年

米田千春 3回 03年～05年

荒野良子 2回 99年～00年

田村友佳子 2回 00年～01年

北田佳菜 2回 08年～09年

岸村恵理 2回 08年～09年



マドンナカップ・歴代入賞校

優勝 ２位 ３位 ３位

1997 博多女子 文化女子大学付属杉並 成安女子 高知商業

1998 文化女子大学付属杉並 済美 洲本 済美

1999 文化女子大学付属杉並 浜松北西・富士見 柏 大阪国際滝井

2000 日ノ本学園 文化女子大学付属杉並 三原 東海大学付属相模

2001 藤沢 都城農業 利府 京都文教

2002 川之石 都城農業 都城農業 西陵商業

2003 共栄学園 京都文京 東海大学付属相模 川之石・八幡浜

2004 共栄学園 西陵商業 淑徳学園 福岡工大付属城東

2005 共栄学園 土佐女子 駒場 福岡工大付属城東

2006 西陵 三原 共栄学園 直江津

2007 西陵 志布志 福知山成美 三原

2008 駒場 西陵 共栄学園 西陵

2009 淡路三原 福知山成美 共栄学園 西陵



マドンナカップ・優勝回数

■優勝回数・都道府県 東京 6回

愛知 2回

兵庫 2回

■優勝回数・学校 共栄学園 3回

西陵 2回

文化女子大学付属杉並 2回

■連覇記録・学校 共栄学園 3回 03年～05年

西陵 2回 06年～07年

文化女子大学付属杉並 2回 98年～99年

■連覇記録・都道府県 東京 3回 03年～05年

愛知 2回 06年～07年

東京 2回 98年～99年



マドンナカップ・入賞回数

■入賞回数・学校 西陵 7回

共栄学園 6回

三原 4回

文化女子大学付属杉並

都城農業 3回

東海大学付属相模 2回

福知山成美、駒場

京都文教、福岡工大付属城東

川之石、済美

■入賞回数・都道府県 東京都 13回

兵庫県 5回

京都府 4回

愛媛県

神奈川県 3回

宮崎県

福岡県



ジュニア選手権・歴代入賞校

優勝 ２位 ３位 ３位

2002 北部農林 日向学院 愛媛大学付属 仙台商業

2003 米子東・境港工業 西原 日章学園 北部農林

2004 西原 美里工業 仙台商業 鹿屋工業

2005 伊良部 湯河原 敬和学園 知念・普天間

2006 西原 三原 境港総合技術 鹿児島商業

2007 西原 洛陽工業 福知山成美 西原

2008 西原 米子北 誠修 名古屋市立山田

2009 公文国際学園 洲本 福知山成美 北部農林



ジュニア選手権・優勝回数

■優勝回数・学校 西原 4回

■優勝回数・都道府県 沖縄県 6回

神奈川県 1回

鳥取県 1回

■連覇記録・学校 西原 3回 04年～08年

■連覇記録・都道府県 沖縄県 5回 04年～08年



ジュニア選手権・入賞回数

■入賞回数・学校 西原 5回

北部農林 3回

福知山成美 2回

■入賞回数・都道府県 沖縄県 12回

鳥取県 3回

京都府 3回

兵庫県 2回

宮崎県 2回

神奈川県 2回

宮城県 2回
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