
世界女子ジュニアソフトボール選手権大会 ※第2回、第3回大会は予備員も含む
歴代成績・出場選手一覧

◎：世界選手権、オリンピック、アジア大会出場、○：アジア選手権、その他国際大会に日本代表(トップ)として出場
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 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2013
開催地 加・エドモントン 米・ファーゴ 米・オクラホマシティ 豪・アデレード 米・ノーマル 台・台北 中・南京 蘭・エンスヘーデ 希・ケープタウン 加・ブランプトン

優勝 日本 中国 アメリカ 日本 アメリカ 日本 日本 アメリカ アメリカ 日本
準優勝 アメリカ 日本 中国 アメリカ 日本 アメリカ アメリカ 日本 日本 アメリカ

3位 中国 アメリカ 日本 中国 オーストラリア 台湾 オーストラリアオーストラリア 台湾 オーストラリア

日本 優勝 2位 3位 優勝 2位 優勝 優勝 2位 2位 優勝

平吹　洋子 ◎安藤　弘美 ◎一場　真澄 ◎小林　京子 ◎高山　樹里 ◎増淵まり子 伊藤　美幸 ◎山根佐由里 岩田みゆき ◎岡村　奈々

青木　清美 星野　博子 篠原　　光 ○白鳥　順子 岡森　　恵 ◎上野由岐子 山崎　　萌 ○蔭山　遥香 ◎岡村　奈々 常盤　紫文

真喜屋直美 ◎藤縄　好枝 原口　直子 川口　　光 関口　雅美 飯田由香里 ◎坂本　直子 片山　由希 北岡　志帆 ◎中野　花菜

佐々木幸子 ◎一場　真澄 中村　孝代 鬼塚　佳代 ○上根めぐみ 庄子　麻希 岩井　教江 ◎森　さやか 中村　友佳 平田　美希

村上　美幸 ○後藤智恵子 笹本　美保 四方奈緒美 山本　美代 山口　　彩 大内田　歩 ○安福　　智 ◎平原かすみ 青木　千春

横山八重子 岡本　悦子 重富　雅 冨田　麻生 三山　光代 ◎鈴木　由香 池田　愛美 ○伊藤　綾香 粟倉　陽香 ◎我妻　悠香

小野原恵子 山田みどり ◎菊池　奈美 ◎塚田　恵美 ◎山田　美葉 永原　恵美 佐次田一美 益田沙弥香 宇野有加里 榎本　千波

張　　妙子 水谷　祐子 里見　尊子 ◎原田　教子 吉澤　美紀 執行　理恵 鹿島　　唯 野木　あや 奥田茉優希 〇奥田　茉優希

黒沢　恵子 田中　和恵 高橋由美子 ◎小関しおり ◎伊藤　良恵 岩元　千春 小幡　麻由 ◎山本　　優 鈴木　鮎美 染矢　紗姫

村岡八重子 高橋美奈子 ◎松本　直美 川崎　千明 小林　広美 金谷　麻美 黒川　春華 矢野みなみ 髙坂　香月 内藤　実穂

江尾　　幸 有住美香子 ○伊田　美保 円増　朋子 持丸　朋子 ◎佐藤　理恵 島袋　優美 ○林　　佑季 松木　瑛里 楢嵜　伶奈

原田佳代子 川尻　晴美 ◎児玉　千佳 ◎吹田　育子 黒田　牧子 小笠原美祢 鈴木　紅美 田邊　奈那 山城　みな 松本　風香

川上千恵子 坂田　美江 土屋　清美 松田　廣子 新海　直子 ◎三科　真澄 ◎狩野亜由美 ◎峰　　幸代 山根すずか 山下　りら

豊田　桂子 ◎軒　伊都美 奈須ゆかり ◎大畑日佐栄 行　志穂子 ◎佐藤　由希 ○増山　由梨 吉良真利菜 ◎市口　侑果 青柳　優那

青木　君江 吉岡ちひろ 廿浦　千春 ○川久保順子 南谷　奈穂 小笠　真美 ○藤野　遥香 椀田　安紀 小松　美樹 田中　麻美

吉村ちはる 戸田　愛子 黒杉　京子 本田美由紀 嶋原美智子 柳川　直子 喜村留美子 ◎佐藤みなみ 斎藤　優華 平川　穂波

金山　倫子 桑原　愛 山本　真弓 岡谷　　綾 大館　実弓 ○本田小百合 高橋　恵 ◎長﨑　望未 山口　唯

長田　祐子 ◎山路　典子

佐藤　孝子 大沢　佳子

ヘッドコーチ 土岐　栄 吉野みね子 長沢宏行 長沢宏行 長沢宏行 利根川勇 渡辺　務 矢端信介 渡辺和久 宗方貞徳

コーチ 宇津木妙子 宇津木妙子 宇津木妙子 岡田 莠 占部浩慎 岡部宣男 樋口道也 富岡　智 有住　隆 松本修志

コーチ 田村まり子・高橋みちえ 田村まり子 中津数努 鈴木由香

選手



世界女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）

◎：世界選手権、オリンピック、アジア大会出場、○：アジア選手権、その他国際大会に日本代表(トップ)として出場
回数 第11回 第12回 第13回

開催年 2015 2017 2019
開催地 米・オクラホマ 米・クリアウォーター 米・アーバイン
優勝 アメリカ アメリカ

準優勝 日本 日本
3位 プエルトリコ プエルトリコ

日本 2位 2位

中村　美樹 浅井　茉琳

原　奈々 伊藤　貴世美

廣瀬　夏季 星加　きらら

福井　遥香 三原　千空

山田　蓮 三輪　さくら

古平　綾香 佐竹　紫乃

坂本　結愛 服部　洋代

飯田　瑞稀 甲野　紋加

◎石川　恭子 重石　華子

竹中　真海 下村　歩実

中西　舞衣 下山　絵理

那須　千春 須藤　志歩

本間　睦 諏訪　いろは

屋禰　未奈 高橋　亜珠美

有吉　茜 藤本　麗

石野　江里佳 松本　怜奈

櫻岡　春香 宮本　実侑

ヘッドコーチ 有住　隆 木田京子

コーチ 佐藤　洋介 佐藤理恵

コーチ 藤本　索子 染谷美佳

選手


