
世界男子ジュニアソフトボール選手権大会
歴代成績・出場選手一覧

回数 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回

開催年 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2008 2012 2014

開催国 カナダ アメリカ カナダ ニュージーランド カナダ オーストラリア カナダ カナダ アルゼンチン カナダ

優勝 日本 ニュージーランド ニュージーランド カナダ オーストラリア オーストラリア オーストラリア オーストラリア アルゼンチン アルゼンチン

準優勝 アメリカ アメリカ カナダ ニュージーランド ニュージーランド 日本 日本 カナダ 日本 ニュージーランド

3位 メキシコ カナダ 日本 日本 カナダ ニュージーランド カナダ 日本 オーストラリア 日本

日本 優勝 4位 3位 3位 5位 2位 2位 3位 2位 3位

北義男 有吉久和 宮平永義 山本普也 谷本光司 小田澤直紀 松田　光 谷川智紀 大串　泰生 岩松　右近

清水正 大村明久 竹下明宏 大木彰人 村上大和 谷本日出明 高橋　速水 谷脇靖雄 岡﨑　建斗 岡﨑　建斗

中村嘉雄 塚越哲郎 髙田哲也 萩野大輔 古里公一郎 中島幸紀 大山　達也 内海裕也 奥永　拳也 櫻田　侑也

大沢一美 榎本正彦 樋口正博 儀保信虎 真田知行 高橋流星 坂本　俊行 古賀元気 河野　拓郎 平湯　剛憲

高石東陽 森澤隆行 川田義治 坂口政義 西條文章 山尾竜則 岡部　彩人 濱田耕児郎 金城　太樹 吉田　尚央

宮崎幸喜 安並剛志 松原正一 馬場利文 杉田剛 嘉戸雅俊 川村　真司 嶋田智希 中坂　誠 田口　英雄

山田勝光 蟹沢光浩 宮城誠輝 鈴木誠 岡村卓典 井上大輔 前田　貴則 立石壮平 岩原　史典 山﨑　純

東元信 馬場勉 平良義樹 浜口亮 原田泰光 市川祥大 笠間　弘太 藤川拓郎 下井倉　優斗 宇根　良祐

須本浩輔 清水雅弘 宮木雅彦 岡本友章 高井純 安井健 伊藤　皓二 菅野達也 山内　直人 尾﨑　貴成

大塚勝美 西村信紀 武松忠行 都筑英寿 川村命永 杉山浩之 澤田　優生 首藤大地 植田　晋伍 永山　健仁

神山芳仁 永山格尚 山田裕司 大谷真一朗 菅原昌秋 西森雄 筒井　拓友 林　卓磨 髙野　晃平 日野　隼一

諸星聰 島村正行 漆畑知之 佐藤敬樹 白石哲太郎 安井宏光 堀田　哲史 筒井昭太 朝長　聖斗 盛田　英雄

山崎敏浩 鈴木英樹 相場正伸 江口真史 山田裕樹 小林満 東　繁 佐次田　誠 藤原　雄歩 山本　明

工藤力 梅田英二 栗原伸弥 熊井道也 気田朋幸 忰田一明 桑子　恵介 植田貴也 溝口　聖 尾本　心平

渡辺和久 斉藤哲利 大森史仁 桑名卓也 上村学 木下敦之 青山　紀彦 大嶋　匠 清水　洸佑 梶原　和樹

浜崎宏 宮地隆彰 多田幸彦 鳥屋裕 片岡智之 尾崎和登 北岡　大輔 山崎雄太 西森　圭祐 金城　春紀

青山矢尋 野島英夫 梅下佳裕 岩田健志 臼井淳真 吉村勇亮 下戸 成之  川口拓馬 湯浅　拓人 細川　卓翁

原浩二

ヘッドコーチ 井川英福 井川英福 三宅豊 三宅豊 三宅豊 弘瀬拓生 梅下　佳裕 梅下　佳裕 山口義男 山口義男

コーチ 小坂健三 杉本博司 井川英福 梶原恒利 弘瀬拓生 西村信紀 宮平永義 宮平永義 高橋流星 高橋流星

コーチ 小坂健三 杉本博司 梶原恒利 石井賀一郎 大木正 谷田圭司 宮本和幸 山口義男 松繁冬樹 松繁冬樹

選手



世界男子ジュニアソフトボール選手権大会

歴代成績・出場選手一覧（２）

回数 第11回 第12回 第13回

開催年 2016 2018

開催地 アメリカ カナダ

優勝 日本 オーストラリア

準優勝 ニュージーランド 日本

3位 カナダ ニュージーランド

日本 優勝 2位

小山　玲央 海邉　和也

酒井　匠 大西　泰河

長井　風雅 小野寺　翔太

中島　優人 北川　右悟

メーンズ　ジェーラン　秀吉 宮本　海斗

上田　郁也 佐藤　光希

調　和政 西森　亜夕夢

芦田　翔 岩本　陸弥

今井　悠貴 坂田　大士

昆野　智之 杉山　喜規

坂田　大士 中村　祥悟

竹森　歩夢 日髙　慶明

真﨑　海斗 松尾　翔輝

松尾　舞輝 佐藤　夏己

池田　泰一朗 下本　誠矢

瓦口　昂弥 関　亘

森田　健斗 近森　大起

ヘッドコーチ 山口義男 田中徹浩

コーチ 吉村啓 安部厚志

コーチ 田中徹浩 津本大貴

選手


