
部門 優勝 2位 3位

ユース2 男子シングル部門 山下 正紘 船岡 涼 河本 陽太

ユース2 女子シングル部門
北爪 凜々
（NHKグローバルメディアサービス杯）

古京 祐佳 萩本 麻耶

ユース2 トリオ部門 小俣 悠里／北爪 凜々／萩本 麻耶 岡野 友香／浜田 陽菜／増田 かをり 杉岡 雅／谷本 七海／寺岡 李恵

ユース1 男子シングル部門 河合 翔 生嶋 浩 杉本 知優

ユース1 女子シングル部門 増田 りさこ 守田 栞捺 伊藤 来海

ユース1 トリオ部門 河合 翔／澁谷 美月／増田 りさこ 相澤 未来／井口 夏希／矢羽々 朱梨 守田 栞捺／安井 美有／安井 友里

部門 優勝 2位 3位

AG2 男子シングル部門
斉藤 瑞己
（NHKグローバルメディアサービス杯）

金井 拓海 山下 正紘

AG2 女子シングル部門 北爪 凛々 小玉 真菜 土器 早紀子

AG1 男子シングル部門 河合 翔 中井 皓己 河本 陽太

AG1 女子シングル部門 古京 祐佳 増田 りさこ 徳田 日南

AG2 トリオ部門 金井 拓海／斉藤 瑞己／北爪 凛々 小玉 真菜／杉岡 雅／土器 早紀子 小俣 悠里／小玉 紗矢香／萩本 麻耶

AG1 トリオ部門 岡野 友香／浜田 陽菜／増田 りさこ 徳田 日南／守田 栞捺／安井 美有 相澤 未来／金子 実楓／川崎 千晴

部門 優勝 2位 3位

AG2 男子シングル部門 斉藤 瑞己 金井 拓海 矢野 遥輝

AG2 女子シングル部門 小玉 真菜 土器 早紀子 和野 日向

AG1 男子シングル部門 樹神 拓弥 中井 皓己 生島 浩

AG1 女子シングル部門 北爪 凜々 古京 祐佳 安井 梨沙

AG2 トリオ部門
金井 拓海／斉藤 瑞己／佐柄 夏葉
（NHKグローバルメディアサービス杯）

杉岡 雅／小玉 真菜／土器 早紀子
五十嵐 友奈／稲葉 奈南子／山崎 美
咲

AG1 トリオ部門 谷本 七海／徳田 日南／安井 梨沙 北爪 凜々／川崎 千晴／萩本 麻耶 浜田 陽菜／増田 かをり／増田 りさこ

部門 優勝 2位 3位

AG2 男子シングル部門
斉藤 瑞己
（NHKグローバルメディアサービス杯）

金井 拓海 生嶋 優

AG2 女子シングル部門 小玉 真菜 木代 葉子 土器 早紀子

AG1 男子シングル部門 石川 瑞基 樹神 拓弥 山下 祐輝

AG1 女子シングル部門 北爪 凜々 古京 祐佳 杉岡 雅

AG2 トリオ部門 木代 葉子／小玉 真菜／土器 早紀子 金井 拓海／斉藤 瑞己／本間 史菜 小松由 布佳／古京 知佳／中村 朱里

AG1 トリオ部門 北爪 凜々／下山 綾香／宗村 羽菜 竹内 梨華／寺岡 李恵／安井 梨沙 小俣 悠里／川崎 千晴／萩本 麻耶

2013年 第30回大会

2012年 第29回大会

2011年 第28回大会

2010年 第27回大会



部門 優勝 2位 3位

AG2 男子シングル部門 是枝 亮 池田 寛人 渡辺 龍乃介

AG2 女子シングル部門 木代 葉子 和野 日向 松村 美穂

AG1 シングル部門
斉藤 瑞己
（NHKグローバルメディアサービス杯）

小玉 真菜 北爪 凜々

AG2 トリオ部門 是枝 亮／菖蒲谷 真紀／藤井 菜美 井上 真采／金子 梨那／三上 真結 大庭 奈留／小松 由布佳／中村 朱里

AG1 トリオ部門 金井 拓海／斉藤 瑞己/深澤 優姫 小玉 真菜／寺岡 李恵／土器 早紀子 小俣 悠里／北爪 凜々／萩本 麻耶

部門 優勝 2位 3位

AG2 男子シングル部門 是枝 亮 池田 寛人 深澤 佑太

AG2 女子シングル部門
酒井 まゆ
（NHK情報ネットワーク杯）

菖蒲谷 真紀 木代 葉子

AG1 シングル部門 斉藤 瑞己 矢野 遥輝 小松 由布佳

AG2 トリオ部門 是枝 亮／菖蒲谷 真紀／藤井 菜美 木代 葉子／小薮 真亜紗／酒井 まゆ 尾嶋 唯／窪田 佳世／三上 真結

AG1 トリオ部門 金井 拓海／斉藤 瑞己／深澤 優姫 井上 真采／金子 梨那／土器 早紀子 小松 由布佳／田崎 妃菜／古京 知佳

部門 優勝 2位 3位

男子シングル部門 是枝 亮 深澤 佑太 池田 寛人

女子シングル部門
本庄 彩香
（NHK情報ネットワーク杯）

松本 彩 蜂谷 有加

AG1 シングル部門 木代 葉子 小幡 志帆 矢野 遥輝

AG2 トリオ部門 是枝 亮／菖蒲谷 真紀／中島 若奈 窪田 佳世／酒井 まゆ／蜂谷 有加 上田 真穂／小松田 葵／本庄 彩香

AG1 トリオ部門 林田 明香里／藤井 菜美／松本 梨子 矢野 遥輝／中山 里華／中山 麗奈 井上 真采／木代 葉子／土器 早紀子

部門 優勝 2位 3位

AG2 女子シングル部門
本庄 彩香
（NHK情報ネットワーク杯）

高橋 愛 酒井 まゆ

AG1 シングル部門 是枝 亮 中島 若奈 木代 葉子

AG2 トリオ部門 上田 真穂／大森 彩可／小松田 葵 神尾 藍里／河野 さゆり／腰塚 千加 月森 亜利沙／原 英里奈／福島 若奈

AG1 トリオ部門 是枝 亮／杉本 栞里／中島 若奈 菖蒲谷 真紀／田代 芽唯／藤井 菜美 市岡 美波／河内 未来／鮫島 萌

2009年 第26回大会

2008年 第25回大会

2007年 第24回大会

2006年 第23回大会



部門 優勝 2位 3位

AG2 男子シングル部門 竹本 洋平 小泉 翔也

AG2 女子シングル部門
平賀 夢芽子
（NHK情報ネットワーク杯）

中澤 彩子 青葉 葵

AG1 シングル部門 是枝 亮 木代 葉子 宮崎 琴菜

AG2 トリオ部門 阿部 澪／新谷 芽依／富澤 由貴 青葉 葵／大村 紗織／土肥 彩香 蜂谷 有加／平賀 夢芽子／福永 捺美

AG1 トリオ部門 菖蒲谷 真紀／田代 芽唯／藤井 菜美 榎本 桃子／原 幸恵／藤田 光穂 木代 葉子／窪田 佳世／酒井 まゆ

部門 優勝 2位 3位

AG2 男子シングル部門 竹本 洋平 緒方 雅史 中元 圭剛

AG2 女子シングル部門
中尾 瞳
（NHK情報ネットワーク杯）

大村 紗織 中澤 彩子

AG1 シングル部門 是枝 亮 小松田 葵 宮崎 琴菜

AG2 トリオ部門 日下部 藍香／彦坂 夏美／中澤 彩子 森 真依子／富澤 由貴／阿部 澪 中元 圭剛／中元 華穂／中元 唯

AG1 トリオ部門 是枝 亮／藤崎 祐香／中島 若菜 三上 真結／窪田 佳世／蜂谷 有加 樋口 文音／行田 桃子／小泉 翔也

部門 優勝 2位 3位

AG2 男子シングル部門 竹本 洋平 諏訪部 和也 緒方 雅史

AG2 女子シングル部門
大村 紗織
（NHK情報ネットワーク杯）

中尾 瞳 大村 智美

AG1 シングル部門 松本 彩 中本 早紀 本庄 彩香

AG2 トリオ部門 大村 智美／大村 紗織／緒方 雅史 彦坂 夏美／日下部 藍香／藤野 彩香 中尾 瞳／青葉 葵／中井 育実

AG1 トリオ部門 森 裕加里／本庄 彩香／青木 麗佳 片山 智愛／宮原 由衣／前田 夏希 土肥 彩香／是枝 亮／井上 美穂

部門 優勝 2位 3位

AG2 シングル部門
大村 詠一
（文部科学大臣杯）

中尾 瞳 大村 紗織

AG1 シングル部門 高橋 愛 本庄 彩香 松本 彩

AG2 トリオ部門 大村 詠一／大村 智美／大村 紗織 日下部 藍香／彦坂 夏美／中尾 瞳 青葉 葵／松尾 綾香／藤野 彩夏

AG1 トリオ部門 松本 彩／本庄 彩香／古閑 衣理亜 神尾 藍里／河野 さゆり／岩上 紗知 中井 育実／土肥 彩香／藤崎 祐香

部門 優勝 2位 3位

AG2 シングル部門
大村 詠一
（文部科学大臣杯）

日下部 藍香 菊池 健太郎

AG1 シングル部門 大村 紗織 中澤 彩子 井上 菜奈子

2005年 第22回大会

2001年 第18回大会

2004年 第21回大会

2003年 第20回大会

2002年 第19回大会


