
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 和歌山商業

1948 昭和23 星林

1949 昭和24 桐蔭

1950 昭和25 桐蔭 中西　絹子 山川　紀久子 向陽

1951 昭和26 日高 中川　明子 桐蔭 中西　絹子 山川　紀久子 向陽

1952 昭和27 海南

1953 昭和28 和歌山商業 赤居　玲子 和歌山商業

1954 昭和29 海南 中尾　佳代 星林 小川　智子 中尾　佳代 星林

1955 昭和30 海南 筈谷　明充 海南 真造　洋子 川口　千鶴子 南部

1956 昭和31 向陽 得津　アイ子 向陽 得津　アイ子 瀬田　実子 向陽

1957 昭和32 向陽 東山　鈴子 向陽 東山　鈴子 山口　真子 向陽

1958 昭和33 向陽 東山　鈴子 向陽 東山　鈴子 山口　真子 向陽

1959 昭和34 新宮 山本　千代子 海南 通堂　照子 市村　麻子 新宮

1960 昭和35 向陽 松本　洋子 新宮 岡本　久美子 吉田　彰子 向陽

1961 昭和36 新宮 森本　治世 日高 松本　洋子 山本　昌子 新宮

1962 昭和37 田辺 山本　晶子 新宮 樫合　恵美子 山中　操代 田辺

1963 昭和38 新宮 山本　晶子 新宮 山本　晶子 宮野　あや子 新宮

1964 昭和39 田辺 松原　道代 田辺 松原　道代 大野　節子 田辺

1965 昭和40 田辺 羽瀬崎　藤江 新宮 坂口　マチ子 鳥井　富美子 向陽

1966 昭和41 県和歌山商 橋本　すえ子 田辺商業 橋本　すえ子 橋本　しず枝 田辺商業

1967 昭和42 県和歌山商 追田　秀子 県和歌山商 坂口　登紀子 岡室　さよ子 新宮

1968 昭和43 田辺商業 岡上　方子 田辺 橋本　しずえ 堂面　洋子 田辺商業

1969 昭和44 田辺 佐々木すみ子 田辺商業 和田　忠子 谷川　喜美 新宮

1970 昭和45 海南 谷川　喜美 新宮 谷川　喜美 後岡　敏子 新宮

1971 昭和46 海南 大江　陽子 新宮 山本　陽子 広崎　美鈴 田辺商業

1972 昭和47 田辺商業 林　かよ子 和歌山北 川口　美津子 奥　　雅子 海南

1973 昭和48 田辺商業 谷崎　育子 県和歌山商 小輪　育子 広野　真由美 県和歌山商

1974 昭和49 田辺商業 山本　恵以子 田辺商業 松原　道代 初山　和美 田辺

1975 昭和50 田辺商業 中口　弘子 県和歌山商 中本　節子 山本　崇代 田辺商業

1976 昭和51 県和歌山商 植　　真紀 県和歌山商 植　　真紀 加藤　由美 県和歌山商

1977 昭和52 田辺 加藤　由美 県和歌山商 谷口　　望 戎嶋　佳代 田辺

1978 昭和53 田辺 山本　容子 田辺 谷口　　望 戎嶋　佳代 田辺

1979 昭和54 信愛女短附 小松　一江 県和歌山商 小松　一江 中野　孔美 県和歌山商

1980 昭和55 新宮商業 久下　あゆみ 新宮商業 下村　　恵 小菅　幸子 新宮商業

1981 昭和56 新宮商業 久下　あゆみ 新宮商業 久下　あゆみ 森田　清子 新宮商業

1982 昭和57 新宮商業 東山　　歩 海南 下村　　恵 小菅　幸子 新宮商業

1983 昭和58 新宮 松井　優子 信愛女短附 松井　優子 松本　千晶 信愛女短附

1984 昭和59 新宮 西　　典子 新宮商業 西　　典子 田中　潮治 新宮商業

シングルス ダブルス

女子



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 シングルス ダブルス

女子

1985 昭和60 新宮 玉石　陽子 新宮 二澤　有子 立花　幸恵 信愛女短附

1986 昭和61 新宮 二澤　有子 信愛女短附 二澤　有子 立花　幸恵 信愛女短附

1987 昭和62 粉河 沼田　典子 信愛女短附 沼田　典子 前澤　美和子 信愛女短附

1988 昭和63 田辺商業 桜田　今日子 粉河 前澤　美和子 岡田　幸子 信愛女短附

1989 平成1 信愛女短附 桜田　今日子 粉河 吉田　陽彌 宮本　未和子 信愛女短附

1990 平成2 信愛女短附 宮本　未和子 信愛女短附 吉田　陽彌 宮本　未和子 信愛女短附

1991 平成3 信愛女短附 大川　みゆき 県和歌山商 山本　奈美 峠　　佳奈 県和歌山商

1992 平成4 初芝橋本 大槻　弥生 初芝橋本 大槻　弥生 近藤　広美 初芝橋本

1993 平成5 初芝橋本 遠嶋　容子 和歌山信愛 大槻　弥生 近藤　広美 初芝橋本

1994 平成6 和歌山信愛 田上　しま 和歌山信愛 田上　しま 福田　智美 和歌山信愛

1995 平成7 初芝橋本 川口　奈津子 初芝橋本 川口　奈津子 河村　和美 初芝橋本

1996 平成8 初芝橋本 川口　奈津子 初芝橋本 川口　奈津子 藤井　寿美 初芝橋本

1997 平成9 初芝橋本 小倉　寛子 初芝橋本 小倉　寛子 光吉　摩利子 初芝橋本

1998 平成10 県和歌山商 蔵本　知佳 初芝橋本 蔵本　知佳 久垣　亜紀 初芝橋本

1999 平成11 初芝橋本 今西　美絵 初芝橋本 松村　有美 岡本　育巳 初芝橋本

2000 平成12 初芝橋本 松村　有美 初芝橋本 松村　有美 岡本　育巳 初芝橋本

2001 平成13 初芝橋本 小村　  茜 初芝橋本 石田　良美 高橋　佳子 初芝橋本

2002 平成14 初芝橋本 山中　里香 和歌山工業 高橋　佳子 栃山　祐理子 初芝橋本

2003 平成15 初芝橋本 高橋　佳子 初芝橋本 高橋　佳子 栃山　祐理子 初芝橋本

2004 平成16 初芝橋本 雪谷　はるか 初芝橋本 南方　希美子 榎本　貴恵 県和歌山商

2005 平成17 初芝橋本 勝谷　真由子 初芝橋本 雨郡　理紗 坂本　千帆 初芝橋本

2006 平成18 初芝橋本 湯　　安琪 県和歌山商 雨郡　理紗 坂本　千帆 初芝橋本

2007 平成19 初芝橋本 雨郡　理紗 初芝橋本 雨郡　理紗 坂本　千帆 初芝橋本

2008 平成20 初芝橋本 勝谷　紗弓 初芝橋本 勝谷　紗弓 住野　愛香里 初芝橋本

2009 平成21 那賀 西岡  亜季 桐蔭 西岡  亜季 仁木　小春 桐蔭

2010 平成22 近大新宮 牧野　日菜 県和歌山商 岩尾　里沙 山内　樺恵 近大新宮

2011 平成23 近大新宮 岩尾　里沙 近大新宮 岩尾　里沙 山内　樺恵 近大新宮

2012 平成24 近大新宮 岩尾　里沙 近大新宮 岩尾　里沙 山内　樺恵 近大新宮

2013 平成25 新宮 塩谷　真由 粉河 塩谷　真由 井上　　柚 粉河

2014 平成26 粉河 椎﨑　楓花 粉河 塩谷　真由 椎﨑　楓花 粉河

2015 平成27 粉河 椎﨑　楓花 粉河 塩谷　真由 椎﨑　楓花 粉河

2016 平成28 粉河 岡田　玲尚 粉河 道上　綾音 前田　菜那 和歌山商業

2017 平成29 粉河 井上　　鈴 粉河 中谷　紗公良 上野　佑依奈 粉河

2018 平成30 粉河 中谷　紗公良 粉河 中谷　紗公良 上野　佑依奈 粉河

2019 令和元 粉河 後藤　亜弥 粉河 井上　　鈴 後藤　亜弥 粉河

2020 令和2

2021 令和3 粉河 中谷　理菜 粉河 中谷　理菜 森　　優菜 粉河

新型コロナウイルス感染症のため中止


