
回 年度 監督 コーチ マネージャー Aコーチ １試合目 ２試合目 １回戦 ２回戦 準々決勝 準決勝 決勝

1 1987 山口　幸雄 伊東　泰之 木村　豊 ×　長崎 ×　高知

2 1988 伊東　泰之 野口　千明 横田　一成 ×　大分 ×愛知

3 1989 伊東　泰之 簗島　信章 井上　謙一 ×宮崎 ×秋田

4 1990 伊東　泰之 簗島　信章 田村　一 ×　山形 ×　岐阜

5 1991 伊東　泰之 野口　千明 竹田　昌彦 ×　大阪南 ○秋田 ×　大阪南

6 1992 伊東　泰之 山口　幸雄 竹田　昌彦 ○　新潟 ×　熊本

7 1993 伊東　泰之 山口　幸雄 長谷川　智也 ×　宮崎 ×　宮城

8 1994 伊東　泰之 長谷川　智也 小宮　和文 ×　長野

9 1995 伊東　泰之 山口　幸雄 齋藤　孝雄 ○青森 ○　静岡 ×　福岡

10 1996 伊東　泰之 竹田　昌彦 齋藤　孝雄 ×　富山

11 1997 山口　幸雄 竹田　昌彦 甲賀　健一郎 ×　兵庫 ×　鹿児島

12 1998 伊東　泰之 金久保　雅彦 宇賀神　智之 ○　富山 ○　宮崎 ×　奈良

13 1999 竹田　昌彦 石原　佳宏 小川　博司 ×　北海道 ×　大阪南

14 2000 野口　千明 恩田　敬徳 沖山　磨 ×　北海道 ×　京都

15 2001 山口　幸雄 倉田　裕康 山田　恒夫 ×　福井 ○　高知 ○　神奈川 ×　熊本

16 2002 金久保　雅彦 河内　滋 ×　沖縄 ×　広島

17 2003 伊東　泰之 上野　浩孝 山口　幸雄 ○　和歌山 ○　岩手 ×　秋田

18 2004 倉田　裕康 諏訪　修一 小川　博司 ×　新潟 ○　宮城 ×　熊本

19 2005 伊東　泰之 上野　浩孝 山口　幸雄 ×　長野 ×　宮崎

20 2006 伊東　泰之 上野　浩孝 菊池　孝行 ×　富山 ○　静岡 ×　大阪南

21 2007 山口　幸雄 津久井　行則 青木　圭 諏訪　修一 ×　岩手 ×　和歌山

22 2008 恩田　敬徳 手塚　千貴 上野　浩孝 諏訪　修一 ○　青森 ×　兵庫 ×　大阪北

23 2009 恩田　敬徳 手塚　千貴 青木　圭 諏訪　修一 ×　新潟 ○　愛媛 ×　長野
24 2010 上野　浩孝 久田　利彦 木村　賢治 諏訪　修一 ×　宮城 ×　長野
25 2011 恩田　敬徳 手塚　千貴 稲葉　秀樹 諏訪　修一 ×　新潟 ○　徳島 ×　福岡
26 2012 上野　浩孝 池澤裕太 田村昌大 諏訪　修一 ×　福島 ×　広島
27 2013 庄司　和弘 手塚　千貴 岡本　和也 小山田　光希 ×　宮崎 ×　三重
28 2014 手塚　千貴 仁村　嘉秀 菊地　弥生 諏訪　修一 ○　広島 ○　青森 ○　岡山 ×　福岡
29 2015 恩田　敬徳 手塚　千貴 鈴木研二 桜井学 ×　大阪南 ×　福島
30 2016 倉田　裕康 田村昌大 鈴木研二 横山　秀孝 ×　山形 ×　宮崎
31 2017 手塚　千貴 鈴木研二 横町　竜次 恩田　敬徳 ○　青森 ×　長崎 ○　大分 ×　広島

回 年度 監督 コーチ マネージャー Ａコーチ １試合目 ２試合目 １回戦 ２回戦 準々決勝 準決勝 決勝

1 1987 吉野　恭輔 磐井征四郎 河又　正吉 ○　青森 ○　宮崎 ×　大阪南

2 1988 磐井征四郎 河又　正吉 木村　豊 ×　長崎 ○　和歌山 ×　福井

3 1989 磐井征四郎 山口　弘倫 田村　一 ×　奈良 ×　徳島

4 1990 磐井征四郎 山口　弘倫 橋本　和久 ○　福井 ×　熊本

5 1991 山口　弘倫 諏訪　修一 梅沢　俊和 ×　香川 ×　沖縄

6 1992 山口　弘倫 橋本　和久 梅沢　俊和 ×　兵庫 ×　秋田

7 1993 磐井征四郎 諏訪修一 入江　俊和 ○　鳥取 ○　山形 ○　山口 ○　埼玉 ○　群馬 ×　福岡

8 1994 吉野　恭輔 山口　弘倫 稲葉　善宏 ○　愛知 ×　兵庫

9 1995 橋本　和久 入江　俊和 加藤　妙子 ×　富山

10 1996 山口　弘倫 半田　哲司 郷間　紀子 ×　福井

11 1997 諏訪　修一 入江　俊和 君島　孝典 ×　大分 ×　徳島

12 1998 稲葉　善宏 黒後　昭 小森　一夫 ○　大阪北 ×　大分

13 1999 入江　俊和 森下　一男 委文　学治 ×　大阪北 ×　島根

14 2000 新籾　勇一 宇賀神智之 豊田　正人 ○　岩手 ×　愛媛

15 2001 森下　一男 菅原　正則 ×　山形 ×　福井

16 2002 布施木　康友 委文　学治 ○　愛知 ○　北海道 ○　岩手 ×　山口

17 2003 入江　俊和 石原　佳宏 吉村　拓右 ×　大阪北 ×　富山

18 2004 入江　俊和 小嶋　秀夫 坂井　英史 ×　佐賀 ×　宮城

19 2005 石原　佳宏 荻原　悟 吉村　拓右 ○　広島 ○　新潟 ○　鳥取 ×　大阪北

20 2006 稲葉　善宏 黒後　昭 恩田敬徳 ○　奈良 ○　新潟 ×　山形

21 2007 稲葉　善宏 石原　佳宏 宇賀神　智之 高田　裕子 ×　大分 ×　福島

22 2008 黒後　昭 島田　徹 金沢　幸江 布施木 康友 ○　大分 ○　静岡 ×　石川

23 2009 石原　佳宏 君島　剛 坂井　英史 戸澤　美栄子 ○　富山 ○　鳥取 ○　愛媛 ×　鹿児島
24 2010 布施木 康友 島田　徹 森嶋　明子 小宮　和文 ×　京都 ×　三重
25 2011 半田　哲司 荻原　悟 菊池　明美 森山　正義 ○　新潟 ×　山形 ×　鹿児島
26 2012 布施木康友 石原佳宏 中村龍一 石下美穂 〇　鳥取 ×　大阪北 ×　京都
27 2013 稲葉　善宏 森山　正義 石崎　奈央 植木　一憲 ○　新潟 ○　福島 ○　岐阜 ×　神奈川
28 2014 津村　勝之 植木　一憲 金沢　幸江 島田　徹 ○　福島 ×　滋賀 ×　長崎
29 2015 宇賀神　智之 石原　佳宏 尾崎　歩美 石島　正樹 ○　静岡 ×　大阪南 ○　愛媛 ○　島根 ×　熊本
30 2016 吉村　拓右 荻原　悟 吉田　京平 菅野　未来 ×　熊本 ×　徳島
31 2017 植木　一憲 橋本　和久 大久　実鴻 澤村　隆行 ○　島根 ×　三重 ×　茨城

ＪＯＣジュニアオリンピック　都道府県対抗中学バレーボール大会　栃木県成績（３０．１現在）

決勝トーナメント

決勝トーナメント予選リーグ

予選リーグ男子

女子


