
世界女子ソフトボール選手権大会

歴代成績・出場選手一覧（１）

※第6回大会、第8回大会は、予備員3名を含む

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 1965 1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994

開催地 メルボルン 大阪 米・ストラットフォード エルサルバドル 台北 オークランド 米・ノーマル 加・セントジョンズ

優勝 オーストラリア 日本 アメリカ アメリカ ニュージーランド アメリカ アメリカ アメリカ

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

3位 日本 フィリピン オーストラリア ニュージーランド オーストラリア ニュージーランド 中国 オーストラリア

日本 3位 優勝 2位 不出場 不出場 8位 5位 7位

原聖子 奥沢睦美 栗原貞 組島千登美 安藤弘美 一場真澄

赤松辰栄 大村悦代 松村美千子 田口千鶴 一場真澄 渡辺正子

堀美代子 松村美千子 成瀬美代子 山越一恵 藤縄好枝 丹野さおり

岩田光子 市川一枝 橋本美奈子 中田まり 香川経子 山口京子

金ケ崎美弥子 太田節子 久保田寿美 藤縄好枝 篠原光 渡辺伴子

萩原和美 井上和代 遠藤年子 大山結花 大国香奈子 木村理香

中田憲子 吉村洋子  薄井啓子 林和美 岸岡香里 山路典子

志村節子 西崎晴美 金子洋子 池田紀子 小林良美 大畑日佐栄

小松知衛子 勝又誠子 臼井和子 山岡利江子 中田まり 中田まり

時田勝子 関多江子 織田実恵 鈴木久美 宮内由美子 大島滋子

木谷静野 室谷妙子 西岡真紀子 神宮好 栗原のり子 佐坂かおり

中里喜久子 内水淳子 高野秀子 尾野省子 野田恵子 川島久美

森直代 宇津木妙子 小西真紀子 軒伊都美 斎藤春香

河崎八重子 増渕裕子 後藤智恵子 松本直美 児玉千佳

松田淳子 橋本正美 高橋美奈子 豊田陽子 安藤美佐子

長田祐子 菊池奈美 石井亜由子

軒伊都美 組島千登美 井上真由美

水谷祐子 岸岡香里

一場真澄 大村多美子

池田真理子 都築琴美
ヘッドコーチ 東谷節也 山根重樹 鈴村光利 吉野みね子 宇津木妙子 勅使川原英志

コーチ 乾多慶士 組島千登美(選手兼) 田中大鉄

コーチ 平山満 組島千登美

オリンピック競技大会・女子ソフトボール競技

歴代成績・出場選手一覧

回数 第26回 第27回 第28回 第29回 第32回

開催年 1996 2000 2004 2008 2020

開催地 アトランタ シドニー アテネ 北京 東京

優勝 アメリカ アメリカ アメリカ 日本

準優勝 中国 日本 オーストラリア アメリカ

3位 オーストラリア オーストラリア 日本 オーストラリア

日本 4位 2位 3位 優勝

渡辺正子 高山樹里 坂本直子 江本奈穂

渡辺伴子 増淵まり子 上野由岐子 藤本索子

小林京子 石川多映子 高山樹里 廣瀬　芽

高山樹里 藤井由宮子 坂井寛子 乾　絵美

山路典子 山田美葉 三科真澄 伊藤幸子

持田京子 宇津木麗華 内藤恵美 狩野亜由美

斎藤春香 田本博子 佐藤理恵 馬渕智子

児玉千佳 伊藤良恵 岩渕有美 峰　幸代

安藤美佐子 安藤美佐子 山田恵里 三科真澄

原田教子 斎藤春香 佐藤由希 西山　麗

井上真由美 内藤恵美 伊藤良恵 坂井寛子

塚田恵美 小林良美 乾 絵美 佐藤理恵

松本直美 山路典子 山路典子 染谷美佳

藤本佳子 小関しおり 斎藤春香 上野由岐子

吹田育子 松本直美 宇津木麗華 山田恵里
ヘッドコーチ 鈴村光利 宇津木妙子 宇津木妙子 斎藤春香

コーチ 長沢宏行 福島泰史 浦野光史 浦野光史

コーチ 宇津木妙子 藤井まり子 小林良美 田本博子 ヘッドコーチ

選手

選手



世界女子ソフトボール選手権大会

歴代成績・出場選手一覧（２）

※第6回大会、第8回大会は、予備員3名を含む

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 1998 2002 2006 2010 2012 2014 2016 2018

開催地 富士宮 サスカツーン 北京 カラカス ホワイトホース ハーレム サレー 千葉

優勝 アメリカ アメリカ アメリカ アメリカ 日本 日本 アメリカ

準優勝 オーストラリア 日本 日本 日本 アメリカ アメリカ 日本

3位 日本 台湾 オーストラリア カナダ オーストラリア オーストラリア カナダ

日本 3位 2位 2位 2位 優勝 優勝 2位

藤井由宮子 上野由岐子 上野由岐子 岡村奈々 上野　由岐子 上野　由岐子 濱村　ゆかり 上野　由岐子

伊藤久美子 高山樹里 遠藤有子 瀬川絵美 栗田　美穂 中野　花菜 平原　かすみ 勝股　美咲

石川多映子 増淵まり子 後藤真理子 染谷美佳 染谷　美佳 藤田　倭 藤田　倭 濱村　ゆかり

高山樹里 坂井寛子 高山樹里 藤原麻起子 藤田　倭 山根　佐由里 山根　佐由里 藤田　倭

増淵まり子 前田樹里 増淵まり子 山根佐由里 峰　幸代 佐藤　みなみ 我妻　悠香 我妻　悠香

山路典子 鈴木由香 乾 絵美 谷川まき 渡邉　華月 峰　幸代 佐藤　みなみ 山内　早織

山田美葉 山路典子 鈴木由香 峰　幸代 大久保　美紗 市口　侑果 渥美　万奈 渥美　万奈

斎藤春香 三科真澄 伊藤幸子 坂元令奈 坂元　令奈 大久保　美紗 市口　侑果 市口　侑果

伊藤良恵 内藤恵美 上西 晶 西山　麗 鈴木　美加 坂元　令奈 川畑　瞳 川畑　瞳

松本直美 安藤美佐子 内藤恵美 濱本静代 相馬　満利 西山　麗 坂元　令奈 洲鎌　夏子

田上美和 伊藤良恵 西山 麗 松岡恵美 西山　麗 山本　優 洲鎌　夏子 内藤　実穂

宇津木麗華 宇津木麗華 廣瀬 芽 松本尚子 古田　真輝 河野　美里 又吉　薫 山本　優

安藤美佐子 新井直美 三科真澄 溝江香澄 岩渕　有美 国吉　早乃花 山本　優 河野　美里

小林良美 岩渕有美 狩野亜由美 狩野亜由美 河野　美里 長﨑　望未 河野　美里 大工谷　真波

原田教子 伊藤幸子 田中幹子 河野美里 関　友希央 永吉　理恵 長﨑　望未 長﨑　望未

小関しおり 田中幹子 馬渕智子 馬渕智子 藤野　遥香 森　さやか 山崎　早紀 山崎　早紀

松本智絵 斎藤春香 山田恵里 山田恵里 山田　恵里 山田　恵里 山田　恵里 山田　恵里
ヘッドコーチ 宇津木妙子 宇津木妙子 井川英福 斎藤春香 宇津木麗華 宇津木麗華 福田五志 宇津木麗華

コーチ 上田真弓 浦野光史 斎藤春香 木田京子 ルーシー・カサレス ルーシー・カサレス 木田京子 山路典子

コーチ 上田真弓 小林良美 染谷美佳 ルーシー・カサレス

アジア競技大会・女子ソフトボール競技

歴代成績・出場選手一覧

回数 第11回 第12回 第13回 第14回 第15回 第16回 第17回 第18回

開催年 1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018

開催地 北京 広島 バンコク 釜山 ドーハ 広州 仁川 ジャカルタ

優勝 中国 中国 中国 日本 日本 日本 日本

準優勝 日本 日本 日本 台湾・中国 台湾 台湾 台湾

3位 台湾 台湾 台湾 中国 中国 中国

日本 2位 2位 2位 優勝 優勝 優勝 優勝

安藤弘美 一場真澄 石川多映子 上野由岐子 上野由岐子 上野由岐子 上野　由岐子 上野　由岐子

一場真澄 渡辺正子 伊藤久美子 高山樹里 遠藤有子 染谷美佳 中野　花菜 濱村ゆかり

藤縄好枝 丹野さおり 藤井由宮子 坂井寛子 増淵まり子 藤原麻起子 藤田　倭 藤田　倭

香川経子 渡辺伴子 高山樹里 鈴木由香 後藤真理子 山根佐由里 山根　佐由里 我妻　悠香

大国香奈子 山路典子 山田美葉 岩渕有美 乾 絵美 谷川まき 佐藤　みなみ 山内　早織

組島千登美 大畑日佐栄 山路典子 山路典子 鈴木由香 峰　幸代 峰　幸代 渥美　万奈

岸岡香里 中田まり 宇津木麗華 三科真澄 伊藤幸子 坂元令奈 市口　侑果 石川　恭子

小林良美 大島滋子 田上美和 内藤恵美 西山 麗 西山　麗 大久保　美紗 市口　侑果

中田まり 佐坂かおり 原田教子 安藤美佐子 上西 晶 濱本静代 坂元　令奈 川畑　瞳

寺西明美 川島久美 斎藤春香 伊藤良恵 廣瀬 芽 松岡恵美 西山　麗 洲鎌　夏子

宮内由美子 斎藤春香 松本直美 宇津木麗華 内藤恵美 松本尚子 山本　優 内藤　実穂

栗原のり子 児玉千佳 小林良美 新井直美 三科真澄 狩野亜由美 河野　美里 山本　優

野田恵子 安藤美佐子 松本智絵 伊藤幸子 狩野亜由美 河野美里 長﨑　望未 河野　美里

軒伊都美 石井亜由子 小関しおり 田中幹子 馬渕智子 馬渕智子 永吉　理恵 長﨑　望未

松本直美 井上真由美 安藤美佐子 斎藤春香 山田恵里 山田恵里 山田　恵里 原田　のどか

豊田陽子 岸岡香里 山崎　早紀

菊池奈美 大村多美子 山田　恵里
ヘッドコーチ 宇津木妙子 田中大鉄 宇津木妙子 宇津木妙子 井川英福 斎藤春香 宇津木麗華 宇津木麗華

コーチ 井上三春 組島千登美 三宅豊 浦野光史 斎藤春香 木田京子 ルーシー・カサレス 山路典子

コーチ 組島千登美(選手兼) ルーシー・カサレス

選手

選手


