
名 前 学 年 大　会 種 別 成 績 所 属 開催地

個人戦 出場

団体戦 第3位

高校3年 全日本高等学校選手権大会 個人戦 BEST32 市尼崎高 新潟県

西日本学生ソフトテニス選手権大会 個人戦 準優勝 近畿大学 三重県

西日本ソフトテニス選手権大会 個人戦 BEST32 近畿大学 奈良県

三笠宮賜杯全日本学生選手権大会 個人戦 BEST64 近畿大学 福岡県

個人戦 出場

団体戦 第3位

中学3年 全国中学校ソフトテニス大会 団体戦 準優勝 片塩中 奈良県

全日本高等学校選手権大会 団体戦 準優勝 高田商業高 新潟県

全日本高校選抜大会 団体戦 優勝 高田商業高 愛知県

全日本高等学校選手権大会 団体戦 優勝 高田商業高 大分県

全日本高校選抜大会 団体戦 BEST8 高田商業高 愛知県

高校3年 全日本高等学校選手権大会 団体戦 優勝 高田商業高 千葉県

個人戦 出場

団体戦 出場

全日本高等学校選手権大会 団体戦 出場 尽誠学園高 大分県

全日本高校選抜大会 団体戦 準優勝 尽誠学園高 愛知県

団体戦 BEST8

個人戦 出場

全日本高校選抜大会 団体戦 第3位 尽誠学園高 愛知県

団体戦 準優勝

個人戦 BEST8

国民体育大会　少年男子 団体戦 優勝 香川県 和歌山県

大学1年 東日本学生ソフトテニス選手権大会 個人戦 BEST8 中央大学 千葉県

大学3年 文部科学大臣杯全日本大学対抗選手権大会 団体戦 BEST8 中央大学 岡山県

個人戦 出場

団体戦 出場

中学3年 全国中学校ソフトテニス大会 個人戦 出場 武庫東中 山梨県

全日本高等学校選手権大会 団体戦 出場 尽誠学園高 大分県

全日本高校選抜大会 団体戦 準優勝 尽誠学園高 愛知県

全日本高等学校選手権大会 団体戦 BEST8 尽誠学園高 千葉県

全日本高校選抜大会 団体戦 第3位 尽誠学園高 愛知県

全日本シングルス選手権大会 ｼﾝｸﾞﾙｽ BEST32 尽誠学園高 千葉県

団体戦 準優勝

個人戦 出場

大学1年 西日本学生ソフトテニス選手権大会 個人戦 BEST64 近畿大学 三重県

個人戦 出場

団体戦 出場

高校2年 全日本高等学校選手権大会 個人戦 BEST64 神戸星城高 千葉県

団体戦 出場

個人戦 BEST64

全国中学校ソフトテニス大会 団体戦 優勝 上宮中 奈良県

個人戦 出場

団体戦 出場

全国中学校ソフトテニス大会 団体戦 優勝 上宮中 山梨県

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ BEST16

団体戦 出場
都道府県対抗全日本中学生大会 大阪府 三重県

高校3年 全日本高等学校選手権大会 神戸星城高 奈良県

廣瀧 開

中学1年
都道府県対抗全日本中学生大会 大阪府 三重県

中学2年

高校2年

高校3年
全日本高等学校選手権大会 尽誠学園高 奈良県

大頭 友輝

中学2年 都道府県対抗全日本中学生大会 兵庫県 三重県

高校3年
全日本高等学校選手権大会 尽誠学園高 奈良県

辻内 勇輝

中学2年 都道府県対抗全日本中学生大会 兵庫県 三重県

高校1年

藤井 祥太

中学2年 都道府県対抗全日本中学生大会 兵庫県 三重県

高校1年

高校2年
全日本高等学校選手権大会 尽誠学園高 千葉県

吉田 涼平 中学2年 都道府県対抗全日本中学生大会 兵庫県 三重県

寺沢 崚

高校1年

高校2年

鈴木 駿介

中学2年 都道府県対抗全日本中学生大会 兵庫県 三重県

大学4年

全国で活躍する三田Jr.OB



名 前 学 年 大　会 種 別 成 績 所 属 開催地

団体戦 第3位

個人戦 BEST16

団体戦 BEST8

個人戦 出場

全日本高校選抜大会 団体戦 準優勝 上宮高 愛知県

団体戦 優勝

個人戦 出場

全日本高校選抜大会 団体戦 準優勝 上宮高 愛知県

団体戦 BEST8

個人戦 BEST64

大学1年 文部科学大臣杯全日本大学対抗選手権大会 団体戦 第3位 関西学院大学 石川県

三笠宮賜杯全日本学生選手権大会 個人戦 BEST32 関西学院大学 岡山県

文部科学大臣杯全日本大学対抗選手権大会 団体戦 第3位 関西学院大学 岡山県

全国中学校ソフトテニス大会 団体戦 優勝 上宮中 山梨県

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 出場

団体戦 出場

団体戦 第3位

個人戦 BEST8

ジュニアジャパンカップ　U-14 ｼﾝｸﾞﾙｽ 第3位 上宮中 宮崎県

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 優勝

団体戦 出場

団体戦 優勝

個人戦 準優勝

JOCジュニアオリンピックカップ大会　U-17 ｼﾝｸﾞﾙｽ 第3位 上宮中 広島県

国民体育大会　少年男子 団体戦 優勝 大阪府 長崎県

世界ジュニアソフトテニス選手権　U-15 ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 優勝 日本代表 インド

全日本高等学校選手権大会 団体戦 優勝 上宮高 奈良県

天皇賜杯・全日本ソフトテニス選手権大会 個人戦 BEST64 上宮高 滋賀県

ｼﾝｸﾞﾙｽ 第3位

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 第3位

全日本インドア選手権大会 個人戦 出場 上宮高 大阪府

団体戦 優勝

個人戦 優勝

全日本高校選抜大会 団体戦 準優勝 上宮高 愛知県

全日本シングルス選手権大会 ｼﾝｸﾞﾙｽ BEST8 上宮高 奈良県

ｼﾝｸﾞﾙｽ BEST16

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ BEST16

西日本ソフトテニス選手権大会 個人戦 BEST32 上宮高 奈良県

団体戦 BEST8

個人戦 BEST8

天皇賜杯・全日本ソフトテニス選手権大会 個人戦 BEST32 上宮高 山口県

日・韓・中ジュニア交流競技大会 団体戦 優勝 日本代表 中国

JOCジュニアオリンピックカップ大会　U-17 ｼﾝｸﾞﾙｽ 優勝 上宮高 広島県

全日本インドア選手権大会 個人戦 出場 上宮高 大阪府

団体戦 優勝

個人戦 優勝

全日本高校選抜大会 団体戦 出場 上宮高 愛知県

全日本シングルス選手権大会 ｼﾝｸﾞﾙｽ BEST16 上宮高 香川県

ｼﾝｸﾞﾙｽ 優勝

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 優勝

神奈川県

高校3年
ハイスクールジャパンカップソフトテニス2017 上宮高 北海道

神奈川県

高校2年

ハイスクールジャパンカップソフトテニス2016 上宮高 北海道

全日本高等学校選手権大会 上宮高 岡山県

全日本私立高等学校選抜ソフトテニス大会 上宮高

中学3年

全国中学校ソフトテニス大会 上宮中 香川県

高校1年

JOCジュニアオリンピックカップ大会　U-17 上宮高 広島県

全日本私立高等学校選抜ソフトテニス大会 上宮高

中学2年

全国中学校ソフトテニス大会 上宮中 愛知県

都道府県対抗全日本中学生大会 大阪府 三重県

高校3年 全日本高等学校選手権大会 上宮高 岡山県

大学2年

広岡 宙

中学1年
都道府県対抗全日本中学生大会 大阪府 三重県

上宮高 千葉県

高校2年
全日本高等学校選手権大会 上宮高 奈良県

廣瀧 開

中学3年 全国中学校ソフトテニス大会 上宮中 愛知県

高校1年
全日本高等学校選手権大会



名 前 学 年 大　会 種 別 成 績 所 属 開催地

団体戦 第3位

個人戦 準優勝

国民体育大会　少年男子 団体戦 第5位 大阪府 愛媛県

天皇賜杯・全日本ソフトテニス選手権大会 個人戦 第3位 上宮高 群馬県

ジュニアジャパンカップ　U-20 ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 準優勝 上宮高 宮崎県

全日本インドア選手権大会 個人戦 第3位 上宮高 大阪府

全日本シングルス選手権大会 ｼﾝｸﾞﾙｽ BEST32 NTT西日本 青森県

西日本ソフトテニス選手権大会 個人戦 第3位 NTT西日本 大分県

全日本実業団ソフトテニス選手権大会 団体戦 優勝 NTT西日本 茨城県

全日本社会人ソフトテニス選手権大会 個人戦 BEST64 NTT西日本 静岡県

ｼﾝｸﾞﾙｽ 第3位

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 準優勝

天皇賜杯・全日本ソフトテニス選手権大会 個人戦 第3位 NTT西日本 熊本県

ｼﾝｸﾞﾙｽ BEST8

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 出場

ソフトテニス　日本リーグ 団体戦 優勝 NTT西日本 愛知県

全日本シングルス選手権大会 ｼﾝｸﾞﾙｽ 第3位 NTT西日本 長崎県

全国中学校ソフトテニス大会 団体戦 優勝 上宮中 山梨県

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 出場

団体戦 出場

全国中学校ソフトテニス大会 団体戦 第3位 上宮中 愛知県

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ BEST32

団体戦 出場

団体戦 優勝

個人戦 出場

全日本高等学校選手権大会 団体戦 優勝 上宮高 奈良県

全日本高校選抜大会 団体戦 準優勝 上宮高 愛知県

団体戦 BEST8

個人戦 出場

全日本私立高等学校選抜ソフトテニス大会 団体戦 優勝 上宮高 神奈川県

全日本高校選抜大会 団体戦 出場 上宮高 愛知県

団体戦 第3位

個人戦 出場

高校1年 全日本高等学校選手権大会 団体戦 出場 神戸星城高 奈良県

高校2年 全日本高等学校選手権大会 団体戦 出場 神戸星城高 岡山県

高校3年 全日本高等学校選手権大会 団体戦 出場 神戸星城高 福島県

高校1年 全日本高等学校選手権大会 団体戦 出場 神戸星城高 奈良県

高校2年 全日本高等学校選手権大会 団体戦 出場 神戸星城高 岡山県

高校3年 全日本高等学校選手権大会 団体戦 出場 神戸星城高 福島県

中学1年 全国中学校ソフトテニス大会 団体戦 優勝 昇陽中 山梨県

団体戦 準優勝

個人戦 出場

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ BEST32

団体戦 出場

団体戦 出場

個人戦 第3位

団体戦 第3位

個人戦 出場

全日本高校選抜大会 団体戦 出場 昇陽高 愛知県

昇陽中 香川県

高校1年
全日本高等学校選手権大会 昇陽高 奈良県

寺沢 萌

中学2年

全国中学校ソフトテニス大会 昇陽中 愛知県

都道府県対抗全日本中学生大会 大阪府 三重県

中学3年 全国中学校ソフトテニス大会

高校3年 全日本高等学校選手権大会 上宮高 福島県

森島 幹太

有本 昂平

全国中学校ソフトテニス大会 上宮中 香川県

高校1年

高校2年

全日本高等学校選手権大会 上宮高 岡山県

柏木 盛男

中学1年
都道府県対抗全日本中学生大会 大阪府 三重県

中学2年
都道府県対抗全日本中学生大会 大阪府 三重県

中学3年

社会人
JOCジュニアオリンピックカップ大会　U-20 NTT西日本 広島県

世界ジュニアソフトテニス選手権　U-21 日本代表 韓国

広岡 宙

高校3年

全日本高等学校選手権大会 上宮高 福島県



名 前 学 年 大　会 種 別 成 績 所 属 開催地

団体戦 出場

個人戦 出場

全日本高校選抜大会 団体戦 BEST8 昇陽高 愛知県

団体戦 出場

個人戦 BEST64

望月 菜帆 高校2年 全日本高等学校選手権大会 団体戦 出場 日大藤沢高 岡山県

高校2年 全日本高等学校選手権大会 団体戦 出場 須磨学園高 岡山県

団体戦 出場

個人戦 出場

熊井 彰洋 高校3年 全日本高等学校選手権大会 団体戦 出場 市尼崎高 三重県

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ BEST32

団体戦 優勝

高校3年 全日本高等学校選手権大会 個人戦 出場 市尼崎高 三重県

ｼﾝｸﾞﾙｽ 出場

団体戦 優勝

高校1年 全日本高等学校選手権大会 個人戦 出場 市尼崎高 福島県

団体戦 出場 市尼崎高 三重県

個人戦 出場 市尼崎高 三重県

全日本高校選抜大会 団体戦 出場 市尼崎高 愛知県

団体戦

個人戦

全国中学校ソフトテニス大会 団体戦 優勝 上宮中 山形県

ｼﾝｸﾞﾙｽ 出場

団体戦 BEST16

全国中学校ソフトテニス大会 団体戦 第3位 上宮中 石川県

ｼﾝｸﾞﾙｽ 出場

団体戦 出場

中学3年 全国中学校ソフトテニス大会 団体戦 第5位 上宮中 長崎県

全日本高等学校選手権大会 団体戦 第3位 上宮高 三重県

全日本高校選抜大会 団体戦 BEST16 上宮高 愛知県

団体戦

個人戦

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 出場

団体戦 第3位

全日本高等学校選手権大会 団体戦 第3位 須磨学園高 三重県

団体戦 第3位

個人戦 第3位

全日本高校選抜大会 団体戦 BEST8 須磨学園高 愛知県

団体戦

個人戦

全国中学校ソフトテニス大会 団体戦 第3位 上宮中 石川県

JOCジュニアオリンピックカップ大会　U-14 ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 優勝 上宮中 広島県

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 出場

団体戦 出場

全国中学校ソフトテニス大会 団体戦 第5位 上宮中 長崎県

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 出場

団体戦 出場

団体戦 準優勝

個人戦 出場
全国中学校ソフトテニス大会 上宮中 広島県

広岡 大河

中学1年

都道府県対抗全日本中学生大会 大阪府 三重県

中学2年
都道府県対抗全日本中学生大会 大阪府 三重県

中学3年

高校1年 全日本私立高等学校選抜ソフトテニス大会 須磨学園高 神奈川県

高校2年 全日本高等学校選手権大会 須磨学園高 宮崎県

高校1年

高校2年 全日本高等学校選手権大会 上宮高 宮崎県

牛留 清楓

中学2年 都道府県対抗全日本中学生大会 兵庫県 三重県

宮崎県

丸尾 優太

中学1年
都道府県対抗全日本中学生大会 大阪府 三重県

中学2年
都道府県対抗全日本中学生大会 大阪府 三重県

大江 浩正

中学2年 都道府県対抗全日本中学生大会 兵庫県 三重県

高校2年
全日本高等学校選手権大会

高校3年 全日本高等学校選手権大会 市尼崎高

澤田 果林
高校3年 全日本高等学校選手権大会 須磨学園高 福島県

加櫓 美怜
中学2年 都道府県対抗全日本中学生大会 兵庫県 三重県

寺沢 萌

高校2年
全日本高等学校選手権大会 昇陽高 岡山県

高校3年 全日本高等学校選手権大会 昇陽高 福島県



名 前 学 年 大　会 種 別 成 績 所 属 開催地

団体戦

個人戦

ｼﾝｸﾞﾙｽ 出場

団体戦 BEST16

高校1年 全日本高等学校選手権大会 団体戦 市尼崎高 宮崎県

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ BEST16

団体戦 第3位

全国中学校ソフトテニス大会 個人戦 BEST16 友が丘中 長崎県

ジュニアジャパンカップ　U-14 ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 準優勝 友が丘中 宮崎県

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 準優勝

団体戦 第3位

中学3年 全国中学校ソフトテニス大会 個人戦 出場 友が丘中 広島県

団体戦

個人戦

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ BEST16

団体戦 第3位

全国中学校ソフトテニス大会 個人戦 BEST16 友が丘中 長崎県

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 準優勝

団体戦 第3位

中学3年 全国中学校ソフトテニス大会 個人戦 出場 友が丘中 広島県

団体戦

個人戦

ｼﾝｸﾞﾙｽ BEST16

団体戦 第3位

高校1年 全日本高等学校選手権大会 団体戦 須磨学園高 宮崎県

全国中学校ソフトテニス大会 団体戦 出場 昇陽中 広島県

ｼﾝｸﾞﾙｽ BEST16

団体戦 準優勝

 社会人

 大学生

 高校生

 中学生

富永 珠羽 中学1年
都道府県対抗全日本中学生大会 大阪府 三重県

    　　　  *令和1年8月　現在

全日本高等学校選手権大会 和歌山信愛高 宮崎県

植月 知春
中学2年 都道府県対抗全日本中学生大会 兵庫県 三重県

岸浦 菜歩

中学1年 都道府県対抗全日本中学生大会 兵庫県 三重県

中学2年
都道府県対抗全日本中学生大会 兵庫県 三重県

高校1年

中学2年

都道府県対抗全日本中学生大会 兵庫県 三重県

高校1年 全日本高等学校選手権大会 和歌山信愛高 宮崎県

飯田 昂平
中学2年 都道府県対抗全日本中学生大会 兵庫県 三重県

岸浦 咲歩

中学1年 都道府県対抗全日本中学生大会 兵庫県 三重県

広岡 大河 高校1年 全日本高等学校選手権大会 上宮高 宮崎県


