
和歌山県高等学校総合体育大会卓球競技の部　優勝記録

西暦 和暦 学校対抗

1947 昭和22

1948 昭和23

1949 昭和24 新宮

1950 昭和25 光風工 松本　　功 星林 那須　純一 瀬川　伊佐夫 光風工

1951 昭和26 和歌山商業 松本　　功 和歌山商業 小野　雅郎 落合　高明 海南

1952 昭和27 和歌山商業

1953 昭和28 和歌山商業 岡本　広郎 海南

1954 昭和29 県和歌山商 有田　哲三 海南 田中　清弘 簗瀬　清三 県和歌山商

1955 昭和30 県和歌山商 川瀬　好彦 向陽 清水　　格 玉石　正俊 新宮

1956 昭和31 県和歌山商 清水　　格 新宮 清水　　格 堀内　靖之 新宮

1957 昭和32 海南 井松　　勇 海南 井松　　勇 妻木　由幸 海南

1958 昭和33 県和歌山商 川瀬　　浩 向陽 小山　英行 辻　　泰男 新宮

1959 昭和34 県和歌山商 川瀬　　浩 向陽 稲谷　茂雄 榎　　　宏 県和歌山商

1960 昭和35 新宮 堀内　照夫 新宮 岡元　武彦 米元　幸男 海南

1961 昭和36 新宮 成江　南洋 新宮 岡本　雅悟 芝木　　甫 新宮

1962 昭和37 新宮 薮根　　沼 海南 岡本　雅悟 宮本　武明 新宮

1963 昭和38 新宮 川合　孝一 新宮 角田　　淳 小椋　康男 海南

1964 昭和39 田辺 川合　孝一 新宮 茨木　英男 高塚　秀信 県和歌山商

1965 昭和40 新宮 茨木　英男 県和歌山商 茨木　英男 打田　忠宏 県和歌山商

1966 昭和41 新宮 内水　慎一 新宮 田中　登司次 竹本　秀生 向陽

1967 昭和42 新宮 中村　忠志 南部 小河　二見博 橋爪　康二 新宮

1968 昭和43 新宮 前川　政治 田辺 清水　孝太郎 黒崎　　亨 田辺

1969 昭和44 新宮 黒崎　　亨 田辺 南　　一治 中家　　公 新宮

1970 昭和45 新宮 粂田　芳孝 向陽 貴志　　丹 松井　右近 星林

1971 昭和46 田辺商 三浦　久和 紀北工 岡崎　　貢 新宅　健治 田辺商

1972 昭和47 海南 浦野　和典 海南 木下　芳寿 栗木　泰孝 海南

1973 昭和48 海南 浦野　和典 海南 浦野　和典 柳瀬　博史 海南

1974 昭和49 田辺 石谷　　悟 新宮 小谷　典男 上坂　俊司 星林

1975 昭和50 向陽 森岡　陽一 新宮 古久保　光俊 中山　　均 田辺

1976 昭和51 田辺商 前田　稔之 田辺商 屋敷　一成 森岡　陽一 新宮

1977 昭和52 新宮 屋敷　一成 新宮 屋敷　一成 和田　豊彦 新宮

1978 昭和53 県和歌山商 溝口　孝雄 県和歌山商 徳田　直季 森山　清和 和歌山北

1979 昭和54 県和歌山商 山本　哲也 県和歌山商 山本　哲也 天野　泰行 県和歌山商

1980 昭和55 県和歌山商 天野　泰行 県和歌山商 天野　泰行 宮本　和彦 県和歌山商

1981 昭和56 新宮 川野上　富久 新宮 川野上　富久 渡上　祥孝 新宮

1982 昭和57 新宮 宮本　和彦 県和歌山商 田中　秀昭 中所　篤秀 和歌山工業

1983 昭和58 県和歌山商 楠　　唯史 熊野 山崎　忠弘 宮嶋　克彦 県和歌山商

1984 昭和59 県和歌山商 新川　憲史 県和歌山商 石井　克幸 川瀬　和彦 県和歌山商

シングルス ダブルス

男子
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1985 昭和60 県和歌山商 川瀬　和彦 県和歌山商 奥池　正彦 田中　臣孝 県和歌山商

1986 昭和61 県和歌山商 田中　臣孝 県和歌山商 阪井　信也 豊田　智二 県和歌山商

1987 昭和62 粉河 中川　智之 県和歌山商 中川　智之 椎崎　年哉 県和歌山商

1988 昭和63 県和歌山商 椎崎　年哉 県和歌山商 柾　　照之 小畑　伸五 粉河

1989 平成1 県和歌山商 小畑　伸五 粉河 加藤　直紀 花阪　昇吾 県和歌山商

1990 平成2 県和歌山商 加藤　直紀 県和歌山商 尾崎　　覚 谷尾　博和 新宮

1991 平成3 県和歌山商 花阪　昇吾 県和歌山商 今田　直樹 若竹　秀治 県和歌山商

1992 平成4 県和歌山商 神保　賢也 県和歌山商 山本　恭史 澤岡　　誠 那賀

1993 平成5 那賀 光吉　輝久男 紀北工 山本　恭史 澤岡　　誠 那賀

1994 平成6 県和歌山商 舩上　基次 新宮 山口　明宏 稲垣　孝行 県和歌山商

1995 平成7 県和歌山商 鯉戸　良介 和歌山工業 光吉　寛修 長村　　悟 紀北工

1996 平成8 県和歌山商 山野　備彦 県和歌山商 山野　備彦 藤本　祥二 県和歌山商

1997 平成9 県和歌山商 谷口　義宣 県和歌山商 野見　幸弘 岩崎　友哉 県和歌山商

1998 平成10 県和歌山商 土井　和也 桐蔭 濱口　良太 谷口　善宣 県和歌山商

1999 平成11 桐蔭 大西　伸也 桐蔭 濱口　良太 谷口　善宣 県和歌山商

2000 平成12 和歌山工業 西山　英樹 和歌山工業 得津　幹生 松川　紘己 紀北工

2001 平成13 県和歌山商 柳本　顕教 和歌山工業 川口　富喜 森下　　穣 県和歌山商

2002 平成14 笠田 今西　喜之 笠田 柳本　顕教 杉本　佳幹 和歌山工業

2003 平成15 県和歌山商 中路　富大 県和歌山商 中路　富大 井戸　政紀 県和歌山商

2004 平成16 和歌山工業 中路　富大 県和歌山商 浜口　雅人 岡田　直道 和歌山工業

2005 平成17 県和歌山商 石川　慎也 県和歌山商 津田　　翔 石川　慎也 県和歌山商

2006 平成18 県和歌山商 津田　　翔 県和歌山商 津田　　翔 石川　慎也 県和歌山商

2007 平成19 和歌山工業 浜口　　健 和歌山工業 浜口　　健 西村　祏也 和歌山工業

2008 平成20 近大新宮 山内　崚司 近大新宮 山内　崚司 中村　　陽 近大新宮

2009 平成21 近大新宮 万木　勇祐 近大新宮 森下　善弘 下山　　眞 近大新宮

2010 平成22 近大新宮 万木　勇祐 近大新宮 万木　勇祐 岡本　悠幹 近大新宮

2011 平成23 近大新宮 古賀　千浩 近大新宮 梶野　昴祐 河辺　陸利 近大新宮

2012 平成24 近大新宮 梶野　昴祐 近大新宮 梶野　昴祐 河辺　陸利 近大新宮

2013 平成25 近大新宮 椎﨑　琢海 和歌山商業 小浦　　陸 清水　一希 粉河

2014 平成26 粉河 橋本　春哉 近大新宮 橋本　春哉 岡本　廉史 近大新宮

2015 平成27 和歌山工業 中尾　柊斗 和歌山商業 井上　　廉 南　　和歩 粉河

2016 平成28 近大新宮 三浦　隆希 近大新宮 井上　　廉 南　　和歩 粉河

2017 平成29 和歌山商業 三浦　隆希 近大新宮 近川　弘成 山本　翔永 和歌山商業

2018 平成30 和歌山商業 山本　翔永 和歌山商業 佐伯　辰也 辻田　響己 初芝橋本

2019 令和元 和歌山工業 川﨑　喬介 和歌山工業 川﨑　喬介 清原　悠斗 和歌山工業

2020 令和2

2021 令和3 和歌山工業 峯園　希翔 和歌山工業 奥田　将史 岡﨑　遼真 新宮

新型コロナウイルス感染症のため中止


