
部門 優勝 2位 3位

AG2 女子シングル部門 北爪 凛々【日本】 ジウビナ・アナスタシア【ロシア】 ポーサナポン・ユパワン【タイ】

AG2 男子シングル部門 リ・リンシャオ【中国】 ファン・ザ・ビエン【ベトナム】 ヒムサンハン・サラユト【タイ】

AG2 トリオ部門
リ・リンフェイ（男）／リ・リンシャオ（男）／ヤ
ン・ミンジェ（男）【中国】

北爪 凜々（女）／小俣 悠里（女）／大島
瑞姫（女）【日本】

イヴァノバ・エレナ（女）／クディノバ・ニカ
（女）／ジウビナ・アナスタシア（女）【ロシ
ア】

AG1 女子シングル部門 金子 実楓【日本】 チコノバ・ダリア【ロシア】 チャン・ハ・ヴィ【ベトナム】

AG1 男子シングル部門 河合 翔【日本】 ダオ・ノックフイ【ベトナム】 萩本 祥陽【日本】

AG1 トリオ部門
金子 実楓（女）／田中 柚稀（女）／矢羽々
朱梨（女）【日本】

濱野 優一（男）／河合 翔（男）／宮島 果
音（女）【日本】

ダオ・ノックフイ（男）／チャン・ハ・ヴィ（女）
／フュ・ノック・アン（女）【ベトナム】

部門 優勝 2位 3位

AG2 女子シングル部門 北爪 凛々【日本】 古京 祐佳【日本】 ゴゼッツカイヤ・アナスタシア【ロシア】

バロテフ・ティホミル【ブルガリア】

山下 正紘【日本】

萩本 麻耶（女）／北爪 凜々（女）／小俣
悠里（女）【日本】

杉岡 雅（女）／谷本 七海（女）／寺岡 李
恵（女）【日本】

AG1 女子シングル部門 増田 りさこ【日本】 守田 栞捺【日本】 テレシナ・マリイア【ロシア】

AG1 男子シングル部門 河合 翔【日本】 ファン・テ・ジャ・ヒェン【ベトナム】 ソ・ドンウ【韓国】

AG1 トリオ部門
河合 翔（男）／増田 りさこ（女）／澁谷 美
月（女）【日本】

守田 栞捺（女）／安井 美有（女）／安井
友里（女）【日本】

ファン・テ・ジャ・ヒェン（男）／トラン・ハ・ヴィ
（女）／ヴュ・ゴク・アイン（女）【ベトナム】

部門 優勝 2位 3位

ファム・スハ【ベトナム】

小玉 真菜【日本】

AG2 男子シングル部門 斉藤 瑞己【日本】 金井 拓海【日本】 ライ・クァンア【ベトナム】

AG1 女子シングル部門 古京 祐佳【日本】 増田 りさこ【日本】 チバリーニ・ソフィア【イタリア】

AG1 男子シングル部門 河合 翔【日本】 ファン・ザギアヒェン【ベトナム】 河本 陽太【日本】

AG1 トリオ部門
安井 美有（女）／守田 栞捺（女）／徳田
日南（女）【日本】

浜田 陽菜（女）／増田 りさこ（女）／岡田
友香（女）【日本】

チバリーニ・ソフィア（女）／スカセリ・アン
ジェラ（女）／ルギエロ・エヴァ（女）【イタリ
ア】

部門 優勝 2位 3位

AG2 女子シングル部門 小玉 真菜【日本】 土器 早紀子【日本】 チェ・サンア【韓国】

AG2 男子シングル部門 斉藤 瑞己【日本】 ヴィエトナ・ヌグェン【ベトナム】 キム・ハンジン【韓国】

AG1 シングル部門 北爪 凛々【日本】 古京 祐佳【日本】 チョ・ウナ【韓国】

AG2 トリオ部門
金井 拓海（男）／斉藤 瑞己（男）／佐柄
夏葉（女）【日本】

小玉 真菜（女）／土器 早紀子（女）／杉岡
雅（女）【日本】

チャ・ユリム（女）／チェ・サンア（女）／コ・
ウンビョル（女）【韓国】

2015年 第26回大会

2014年 第25回大会

2013年 第24回大会

2012年 第23回大会

AG2 男子シングル部門

北爪 凛々【日本】AG2 女子シングル部門

2011年 第22回大会

パパゾフ・アントニオ【ブルガリア】

AG2 トリオ部門
ファン・イェリン（女）／チョン・エジ（女）／
チョン・イェジン（女）【韓国】



部門 優勝 2位 3位

AG2 女子シングル部門 小玉 真菜【日本】 土器 早紀子【日本】 ヴュ・メリー【ベトナム】

AG2 男子シングル部門 斉藤 瑞己【日本】 エヌグイエン・ヴィエタン【ベトナム】 金井 拓海【日本】

AG1 シングル部門 北爪 凛々【日本】 古京 祐佳【日本】 ファム・チュハ【ベトナム】

AG2 トリオ部門
金井 拓海（男）／斉藤 瑞己（男）／深澤
優姫（女）【日本】

木代 葉子（女）／小玉 真菜（女）／土器
早紀子（女）【日本】

ド・ンゴキュイン（女）／トラン・ミントラン
（女）／ヴュ・メリー（女）【ベトナム】

AG1 トリオ部門
北爪 凛々（女）／萩本 麻耶（女）／宗村
羽菜（女）【日本】

杉岡 雅（女）／谷本 七海（女）／徳田 日
南（女）【日本】

部門 優勝 2位 3位

AG2 女子シングル部門 木代 葉子【日本】 マルタ・トバー【スペイン】 リュウ・ミンジ【韓国】

AG1 シングル部門 小玉 真菜【日本】 斉藤 瑞己【日本】 ベレン・ジルモット【スペイン】

AG2 トリオ部門
是枝 亮（男）／菖蒲谷 真紀（女）／藤井
菜美（女）【日本】

磯部 咲（女）／小松 由布佳（女）／中村
朱里（女）【日本】

マリア・バウセルス（女）／アレハンドラ・ミ
ロッチ（女）／マルタ・トバー（女）【スペイン】

AG1 トリオ部門
小玉 真菜（女）／土器 早紀子（女）／寺岡
李恵（女）【日本】

斉藤 端己（男）／金井 拓海（男）／深澤
優姫（女）【日本】

キム・ダソル（女）／キム・ウンビ（女）／キ
ム・ジウォン（女）【韓国】

部門 優勝 2位 3位

AG2 女子シングル部門 酒井 まゆ【日本】 マルタ・トバー【スペイン】 シャーロッテ・バス【ニュージーランド】

AG1 シングル部門 斉藤 瑞己（男）【日本】 タベチア・クワンモンコン（女）【タイ】 矢野 遥輝（男）【日本】

AG2 トリオ部門
藤井 菜美（女）／菖蒲谷 真紀（女）／是枝
亮（男）【日本】

木代 葉子（女）／小薮 真亜紗（女）／酒井
まゆ（女）【日本】

アンドレア・リュック（女）／アレハンドラ・ミ
ロティッチ（女）／マルタ・トバー（女）【スペ
イン】

AG1 トリオ部門
深澤 優姫（女）／金井 拓海（男）／斉藤
瑞己（男）【日本】

土器 早紀子（女）／井上 真采（女）／金子
梨那（女）【日本】

クリスティナ・セロ（女）／アイノア・パランカ
（女）／アンドレウ・ヒネー（男）【スペイン】

部門 優勝 2位 3位

AG2 女子シングル部門 本庄 彩香【日本】連盟杯 デシスラヴァ・イヴァノヴァ【ブルガリア】 アランチャ・マーティンス【スペイン】

AG1 シングル部門 木代 葉子【日本】 矢野 遥輝【日本】 ポンカノク・サエチャン【タイ】

AG2 トリオ部門
是枝 亮（男）／中島 若奈（女）／菖蒲谷
真紀（女）【日本】

蜂谷 有加（女）／窪田 佳世（女）／酒井 ま
ゆ（女）【日本】

メリナ・ディ・ナポリ（女）／アヤレン・ディオ
リオ・ヘレディア（女）／フローレンシア・ロセ
リ（女）【アルゼンチン】

AG1 トリオ部門
土器 早紀子（女）／井上 真采（女）／木代
葉子（女）【日本】

藤井 菜美（女）／林田 明香里（女）／松本
梨子（女）【日本】

タワンラット・チュチュアイ（女）／タベチア・
クワンモンコン（女）／サシソン・ウエアフェ
ファン（女）【タイ】

部門 優勝 2位 3位

AG2 女子シングル部門 本庄 彩香【日本】連盟杯 酒井 まゆ【日本】 ケルセイ・クック【オーストラリア】

AG1 シングル部門 フー・バンタ【中国】 是枝 亮【日本】 シャーロッテ・バス【ニュージーランド】

AG2 トリオ部門
蜂谷 有加（女）／窪田 佳世（女）／酒井 ま
ゆ（女）【日本】

小松田 葵（女）／大森 彩可（女）／上田
真穂（女）【日本】

クララ・ギロット（女）／アランチャ・マーティ
ンス（女）／ネレア・ヌッツ（女）【スペイン】

AG1 トリオ部門
ポン・ポン（女）／ワン・ユーハン（女）／
シャオ・シィイ（女）【中国】

是枝 亮（男）／中島 若奈（女）／杉本 栞
里（女）【日本】

クリスティー・バイン（女）／シャーロッテ・バ
ス（女）／タイラ・ラムゼイ（女）【ニュージー
ランド】

2010年 第21回大会

2009年 第20回大会

2008年 第19回大会

2007年 第18回大会

2006年 第17回大会

2011年 第22回大会



部門 優勝 2位 3位

AG2 女子シングル部門 サラ・モレノ【スペイン】連盟杯 エメス・スザロキ【ハンガリー】 ルビ・ガゾフ【オーストリア】

AG1 シングル部門 本庄 彩香【日本】 是枝 亮【日本】 シャーロッテ・バス【ニュージーランド】

AG2 トリオ部門
樋口 文音（女）／岡本 菜都美（女）／行田
桃子（女）【日本】

阿部 澪（女）／新谷 芽依（女）／富澤 由
貴（女）【日本】

クララ・ギロット（女）／マルタ・リュスマ（女）
／ネレア・ヌッツ（女）【スペイン】

AG1 トリオ部門
杉本 栞里（女）／中島 若菜（女）／是枝
亮（男）【日本】

藤井 菜美（女）／菖蒲谷 真紀（女）／田代
芽唯（女）【日本】

クリスティー・バイン（女）／シャーロッテ・バ
ス（女）／ブロンテ・コルシオ（女）【ニュー
ジーランド】

部門 優勝 2位 3位

AG2 女子シングル部門 サラ・モレノ【スペイン】連盟杯 中尾 瞳【日本】 ルビ・ガゾフ【オーストリア】

AG1 シングル部門 是枝 亮【日本】 リンダ・ブチャンスキー【ハンガリー】 アランチャ・マーティンス【スペイン】

AG2 トリオ部門
大村 紗織（女）／大村 智美（女）／青葉
葵（女）【日本】

彦坂 夏美（女）／日下部 藍香（女）／中澤
彩子（女）【日本】

マリア・コニック（女）／カリナ・フンクス（女）
／ベレン・ピナード（女）【アルゼンチン】

AG1 トリオ部門
藤崎 祐香（女）／中島 若菜（女）／是枝
亮（男）【日本】

小泉 翔也（男）／行田 桃子（女）／樋口
文音（女）【日本】

ソレダード・コニック（女）／ロシオ・ダセット
（女）／ジュリアナ・カンペオン（女）【アルゼ
ンチン】

部門 優勝 2位 3位

AG2 女子シングル部門 カロリーナ・レイス【ブラジル】 大村 紗織【日本】 クロエ・サージェント【オーストラリア】

AG2 男子シングル部門 諏訪部 和也【日本】 キラン・ゴーマン【オーストラリア】 竹本 洋平【日本】

AG1 シングル部門 メルセデス・テッサ【ハンガリー】連盟杯 宮崎 琴菜【日本】 ドラ・ヘッジ【ハンガリー】

AG2 トリオ部門
中尾 瞳（女）／中井 育実（女）／青葉 葵
（女）【日本】

カロリーナ・レイス（女）／ロレナ・ディアス
（女）／サマラ・チャガス（女）【ブラジル】

大村 紗織（女）／大村 智美（女）／緒方
雅史（男）【日本】

部門 優勝 2位 3位

AG2 シングル部門 大村 詠一【日本】 中尾 瞳【日本】 カロリーナ・レイス【ブラジル】

AG1 シングル部門 中井 育実【日本】 メルセデス・ティスザ【ハンガリー】 高橋 愛【日本】

AG2 トリオ部門
彦坂 夏美（女）／日下部 藍香（女）／中尾
瞳（女）【日本】

大村 詠一（男）／大村 智美（女）／大村
紗織（女）【日本】

キーラン・ゴーマン（男）／ハンナ・デイヴィ
ス（女）／サマーヴァン・ローエンフト（女）
【オーストラリア】

AG1 トリオ部門
メルセデス・ティスザ（女）／オルソーリャ・
ヴァルガ（女）／エヴェリン・ロッツァ（女）
【ハンガリー】

土肥 彩香（女）／中井 育実（女）／藤崎
佑香（女）【日本】

神尾 藍里（女）／河野 さゆり（女）／岩上
紗知（女）【日本】

部門 優勝 2位 3位

AG2 シングル部門 大村 詠一【日本】 カロリーナ・レイス【ブラジル】 サンディー・カーマイケル【オーストラリア】

AG1 シングル部門 大村 紗織【日本】 メルセデス・ティスザ【ハンガリー】 ダイアナ・ナンザー【アルゼンチン】

2005年 第16回大会

2004年 第15回大会

2003年 第14回大会

2002年 第13回大会

2006年 第17回大会


