
世界男子ソフトボール選手権大会

歴代成績・出場選手一覧（１）

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

開催年 1966 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992

開催国 メキシコ アメリカ フィリピン ニュージーランド アメリカ アメリカ カナダ フィリピン

優勝 アメリカ アメリカ カナダ 3国同時優勝 アメリカ ニュージーランド アメリカ カナダ

準優勝 メキシコ カナダ アメリカ カナダ・アメリカ カナダ カナダ ニュージーランド ニュージーランド

3位 ニュージーランド メキシコ ニュージーランド ニュージーランド バハマ アメリカ カナダ アメリカ

日本 6位 8位 5位 4位 7位 5位 5位 4位

中野敦善 松浦史彦 森下研作 池本泰之 三宅豊 三宅豊 三宅豊 弘瀬拓生

仏円征吾 鈴木征 安藤五十一 米沢満 山本益弘 浦野光史 杉本博司 北義男

米広徹 金子圭介 山本光法 三宅豊 橋本博文 清水源司 田中誠一 西村信紀

秋田博之 小林巻嗣 山本益弘 山本益弘 市川三男 北義男 家竹隆之 大村明久

河本秀明 柴崎孝郎 市川三男 山本光法 宮川吉晴 大館覚 西村信紀 宮平永義

中野唯好 根岸公之 藤田勝彦 赤城陽一 柳原信義 高井祐嗣 宮川吉晴 山崎正宏

蔵野正彦 高橋誠 村上末定 中野敦善 大西宏 深見隆吉 北義男 小林幸彦

南崎久雄 秋川秀美 滝尾博 大石信利 利根川勇 西村平 弘瀬拓生 田口直樹

河崎正文 西島豊志 小林晃 福田隆 川口一樹 山崎浩司 山崎正宏 林武久

下田智恵登 川口明朗 金子邦男 清水伴欣 田村英幸 大木正 和田雄二 蟹沢光浩

山田浩二 八木橋美也 三好雄二 利根川勇 川口明朗 佐竹明仁 田中雄二 清水雅弘

山崎政則 緑川貞夫 山岡一成 中川彰 石井康彦 家竹隆之 西出武史 東直二

荒川健二郎 近藤吉博 小林日良 浅見茂 杉本博司 佐竹明仁 山田雄介

大橋紀男 土屋勝重 大西功三 浜田晃 田中誠一 岡林将夫 岡田芳紀

横山正二 杉田直三郎 沢田晃 田中誠一 田中雄二 森澤隆行 千島敏弘

荒木富美雄 森豊春 煙草谷秀世 青山矢尋 大木正 小南博之

真鍋雄二 松本稔 斎藤達雄 大川原利男 東直二 森俊之

(高石東陽)

ヘッドコーチ 井上三春 坂井正郎 武内和男 下奥信也 岡　賢 岡　賢 岡　賢 井川英福

コーチ 谷端弘造 艸田聰 鈴木征 三宅豊（選手兼） 井川英福 杉本博司

コーチ 三宅豊（選手兼）・杉本博司（選手兼） 下山田清

選手



世界男子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9回 第10回 第11回 第12回 第13回 第14回 第15回 第16回

開催年 1996 2000 2004 2009 2013 2015 2017 2019

開催国 アメリカ 南アフリカ ニュージーランド カナダ ニュージーランド カナダ カナダ チェコ

優勝 ニュージーランド ニュージーランド ニュージーランド オーストラリア ニュージーランド カナダ ニュージーランド

準優勝 カナダ 日本 カナダ ニュージーランド ベネズエラ ニュージーランド オーストラリア

3位 日本 アメリカ オーストラリア カナダ オーストラリア ベネズエラ カナダ

日本 3位 2位 5位 5位 5位 5位 5位

西村信紀 西村信紀 西村信紀 飯田邦彦 嶋田　智希 岡﨑　建斗 岡﨑　建斗
大村明久 宮平永義 村里和貴 浜口辰也 高橋　速水 高橋　速水 客野　卓也

宮平永義 大木彰人 飯田邦彦 村里和貴 照井　賢吾 照井　賢吾 高橋　速水

大木彰人 天野充敏 浜口辰也 照井賢吾 中島　幸紀 中村　健二 松田　光

小島文太 飯田邦彦 中島幸紀 村上大和 中村　健二 松田　光 森　勇紀

儀保信虎 馬場智久 山崎泰稔 中村健二 松田　光 森　勇紀 山脇　佑也

山崎正宏 山崎泰稔 伊藤将志 小野洋平 片岡　大洋 片岡　大洋 大石　司

松原正一 由良隆年 岡本友章 鈴木周平 伊藤　公彦 平本　拓朗 片岡　大洋

岡本友章 岡本友章 永吉慎一 原田泰光 佐伯　忠昭 糸瀬　勇助 糸瀬　勇助

長野仁忠 江口真史 小笠原毅 浦本大嗣 谷口　淳 浦本　大嗣 浦本　大嗣

荒木貴則 荒木貴則 横田将和 塚本正和 西森　雄 澤田　優生 古敷谷　亮

江口真史 笹岡裕之 川田秀臣 西森　雄 松岡　真央 筒井　拓友 小見山　敦吏

前田直人 小笠原毅 枦山竜児 枦山竜児 米良　孝太 松岡　真央 澤田　優生

森俊之 梅下佳裕 江口久雄 松岡真央 小野　洋平 米良　孝太 米良　孝太

小南博之 有住　隆 植野将史 横山　拓 川田　直諒 川田　直諒 川田　直諒

有住隆 井上　聡 西田繁幸 石村　寛 木谷　謙吾 木谷　謙吾 床井　優介

梅下佳裕 西田繁幸 石村　寛 亀井　博 横山　拓 西山　幸助 森田　裕介

竹下明宏 （山尾竜則）

ヘッドコーチ 井川英福 井川英福 井川英福 丹下淑裕 西村信紀 西村信紀 岡本友章

コーチ 石井賀一郎 川口一樹 岡本友章（選手兼） 荒木貴則 浜口辰也 浜口辰也 浜口辰也

コーチ 家竹隆之（選手兼） 西村信紀 植田祐造 松本徹 城戸健雄 吉村啓

選手


