
歴代日本チャンピオン（日本選手権大会優勝者）の一覧表 

男子シングルス 

年度 大会会場 氏名 所属 記事 

2005 立川市 ﾃﾞﾋﾞｯﾄﾞ･ｷｬﾒﾛﾝ 神戸ﾎﾞｳﾙｽﾞ  

2006 明石市 藤原英良 兵庫車椅子 2014 年 12 月逝去 

2007 明石市 植田友巳 愛知ﾎﾞｳﾙｽﾞ  

2008 石狩市 ﾊﾞﾃﾞｨｰ･ﾌｪﾘｰ YC&AC  

2009 石狩市 小田洋之 愛知ﾎﾞｳﾙｽﾞ  

2010 神戸市 石田博規 神戸ﾎﾞｳﾙｽﾞ  

2011 神戸市 ﾗｯｾﾙ･ﾌｫｰｻｲｽ 神戸ﾎﾞｳﾙｽﾞ  

2012 明石市 ﾗｯｾﾙ･ﾌｫｰｻｲｽ 神戸ﾎﾞｳﾙｽﾞ  

2013 明石市 江村健一 ﾉｰｽｼﾄﾞﾆｰｸﾗﾌﾞ ｵｰｽﾄﾗﾘｱ在住 

2014 立川市 ﾗｯｾﾙ･ﾌｫｰｻｲｽ 神戸ﾎﾞｳﾙｽﾞ  

2015 立川市 依田成史 YC&AC  

2016 神戸市 奥田 昭 ALBC  

2017 明石市 佐藤寿治 ｵｰｽﾄﾗﾘｱｸﾗﾌﾞ ｵｰｽﾄﾗﾘｱ在住 

2018 横浜市 森 紘一 学園都市ﾜｲｽﾞ  

 

女子シングルス 

年度 大会会場 氏名 所属 記事 

2005 立川市 ｳﾞｧｰｼﾞﾆｱ･ﾛﾝｸﾞﾌｪﾛｰ YC&AC  

2006 明石市 永田ゆかり 神戸女子ｸﾗﾌﾞ  

2007 明石市 由本ななみ 神戸女子ｸﾗﾌﾞ  

2008 石狩市 合田洋子 学園都市ﾜｲｽﾞ  

2009 石狩市 由本ななみ 神戸女子ｸﾗﾌﾞ  

2010 神戸市 由本ななみ 神戸女子ｸﾗﾌﾞ  

2011 神戸市 合田洋子 学園都市ﾜｲｽﾞ  

2012 明石市 佐藤正子 ﾊｰﾎﾞｰﾄﾞｸﾗﾌﾞ ｵｰｽﾄﾗﾘｱ在住 

2013 明石市 合田洋子 学園都市ﾜｲｽﾞ  

2014 立川市 松原和子 東京 LBC  

2015 立川市 合田洋子 学園都市ﾜｲｽﾞ  

2016 明石市 加藤裕木恵 LC 京都  

2017 横浜市 篠田麻衣子 東京 LBC  

2018 横浜市 黒原恵子 ｵｰｽﾄﾗﾘｱｸﾗﾌﾞ ｵｰｽﾄﾗﾘｱ在住 

 



男子ペアーズ 

年度 大会会場 氏名 所属 記事 

2005 横浜市 ｼﾞｮﾝ･ﾙｰｱｰ、ﾚｲ･ｻﾘﾊﾞﾝ YC&AC  

2006 神戸市 荒木 昭、原田 勲 NYG ｸﾗﾌﾞ  

2007 神戸市 森 紘一、合田純二 学園都市ﾜｲｽﾞ  

2008 明石市 山外芳敬、山田 誠 神戸ﾎﾞｳﾙｽﾞ  

2009 明石市 木藤直樹、植田友巳 愛知ﾎﾞｳﾙｽﾞ  

2010 石狩市 首藤暁彦、松原敬之 東京 LBC  

2011 石狩市 西野 勇、伊藤則幸 TLBC  

2012 神戸市 加久石幸三、坂本泰治 神戸ﾀｯﾁｬｰｽﾞ  

2013 神戸市 宮崎宗久、坂本紘一 神戸ﾀｯﾁｬｰｽﾞ  

2014 明石市 中村慎吾、植田友巳 愛知ﾎﾞｳﾙｽﾞ  

2015 明石市 石田博規、山田 誠 神戸ﾎﾞｳﾙｽﾞ  

2016 横浜市 依田成史、山田哲夫 YLBC  

2017 立川市 藤川辰美、奥田 昭 ALBC  

2018 神戸市 ｱｪｯｸｽ･ﾍﾝﾃﾞｨ、ﾏｰｾﾙ・ﾆｰﾀﾞﾊｳｻﾞｰ YC&AC  

女子ペアーズ 

年度 大会会場 氏名 所属 記事 

2005 明石市 石田純子、由本ななみ 神戸女子ｸﾗﾌﾞ  

2006 神戸市 森 弘子、合田洋子 学園都市ﾜｲｽﾞ  

2007 神戸市 永田ゆかり、由本ななみ 神戸女子ｸﾗﾌﾞ  

2008 立川市 小野暖未、土岐雅子 愛知ﾎﾞｳﾙｽﾞ  

2009 立川市 富田紗生、篠田麻衣子 板橋 LBC  

2010 石狩市 葛綿みや子、佐々木道子 北海道 LBC  

2011 石狩市 宮崎芳江、井上千加子 神戸ﾀｯﾁｬｰｽﾞ  

2012 立川市 小野暖未、土岐雅子 愛知ﾎﾞｳﾙｽﾞ  

2013  〈大会中止〉   

2014 明石市 山形京子、合田洋子 学園都市ﾜｲｽﾞ  

2015 明石市 森 弘子、合田洋子 学園都市ﾜｲｽﾞ  

2016 立川市 野上京子、井上千加子 神戸ﾀｯﾁｬｰｽﾞ  

2017 神戸市 八杉 瞳、前林典子 ﾛｰﾝﾎﾞｳﾙｽﾞ中崎  

2018 神戸市 郭 善芳、植松寿子 兵庫車椅子  

 

 

 



男女混合ペアーズ（2012 年度まで日本選手権大会、2013/2014 年度は全国オープン大会） 

年度 大会会場 氏名 所属 記事 

2005 明石市 合田洋子、合田純二 学園都市ﾜｲｽﾞ  

2006 石狩市 合田洋子、合田純二 学園都市ﾜｲｽﾞ  

2007 石狩市 ｼﾞｭﾝｺ･ｳｲﾙｷﾝｿﾝ、ﾊﾝｽ･ﾊﾟｳﾘ YC&AC  

2008 横浜市 合田洋子、合田純二 学園都市ﾜｲｽﾞ  

2009 横浜市 森 弘子、森 紘一 学園都市ﾜｲｽﾞ  

2010 神戸市 森 弘子、森 紘一 学園都市ﾜｲｽﾞ  

2011 立川市 笠谷真理、笠谷武志 ﾜﾝｽﾃｯﾌﾟｸﾗﾌﾞ  

2012 石狩市 大西孝則、佐々木道子 北海道 LBC  

2013 石狩市 笠谷真理、笠谷武志 ﾜﾝｽﾃｯﾌﾟｸﾗﾌﾞ  

2014 横浜市 垣内紀子、奥田 昭 学園都市ﾜｲｽﾞ  

2015  （これ以降、大会休止）   

 

男子トリプルズ（2012 年度まで日本選手権大会、2013 年度は全国オープン大会） 

年度 大会会場 氏名 所属 記事 

2005 神戸市 池田勝美、岩崎敏一、平山嘉孝 神戸 LBC  

2006 横浜市 ｳﾞｨﾉ･ｸﾏｰﾙ、ﾊﾝｽ･ﾊﾟｳﾘ、ﾎﾞｰ･ｳﾞｧｰﾚｲｾﾝ YC&AC  

2007 横浜市 中村慎吾、木藤直樹、植田友巳 愛知ﾎﾞｳﾙｽﾞ  

2008 神戸市 石田博規、山田哲也、山田 誠 神戸ﾎﾞｳﾙｽﾞ  

2009 神戸市 上所正義、家倉隆一、山外芳敬 神戸ｸﾞﾘｰﾝ  

2010 明石市 舟戸 充、木藤直樹、植田友巳 愛知ﾎﾞｳﾙｽﾞ  

2011 明石市 石田博規、山外芳敬、ﾗｯｾﾙ･ﾌｫｰｻｲｽ 神戸ﾎﾞｳﾙｽﾞ  

2012 横浜市 加久石幸三、松井康有、坂本紘一 神戸ﾀｯﾁｬｰｽﾞ  

2013 横浜市 ｳﾞｨﾉ･ｸﾏｰﾙ、ﾊﾝｽ･ﾊﾟｳﾘ、ｳｲﾘｰ･ﾎﾙﾂｱｰ YC&AC  

2014  （これ以降、大会休止）   

 

男女を問わないペアーズ（全国オープン大会） 

年度 大会会場 氏名 所属 記事 

2014 石狩市 野上京子、野上哲男 神戸ﾀｯﾁｬｰｽﾞ  

2015  〈大会中止〉   

2016 神戸市 森 紘一、日下隆夫 学園都市ﾜｲｽﾞ  

2017 明石市 長島俊和、奥田 昭 ALBC  

2018 立川市 松原和子、松原敬之 ｾｲｺｰｽﾎﾟｰﾂ  

 



男女を問わないトリプルズ（全国オープン大会） 

年度 大会会場 氏名 所属 記事 

2014 神戸市 竹田 宏、坂本泰治、横井幸雄 神戸ﾀｯﾁｬｰｽﾞ  

2015 神戸市 大杖 昇、船引啓吾、安部 宏 神戸ｸﾞﾘｰﾝ  

2016 明石市 ﾗｯｾﾙ･ﾌｫｰｻｲｽ、小山 潤、石田博規 神戸ﾎﾞｳﾙｽﾞ  

2017 横浜市 首藤暁彦、松原和子、松原敬之 東京 LBC  

2018 神戸市 安部 宏、加久石幸三、船引啓吾 神戸ｸﾞﾘｰﾝ  

 

男女を問わないフォアーズ（全国オープン大会） 

年度 大会会場 氏名 所属 記事 

2016 横浜市 森 弘子、合田洋子、合田純二、森 紘一 学園都市ﾜｲｽﾞ  

2017 神戸市 藤田 良、八木 寛、山根英輝、横井幸雄 神戸ﾀｯﾁｬｰｽﾞ  

2018 明石市 川村信子、植松寿子、植松博至、児島久雄 兵庫車椅子  

 

 


