
         栄　　光　　の　　記　　録

1　位 2　　位 3　　位

都道府県 東　京　都 岡　山　県 栃　木　県

監督 渡　辺　英　俊（東大和第四） 畑　　健　二（倉敷連島） 村　岡　欽　也（宇都宮商業高校）

コーチ 野　中　　浩　（東大和第四）

選　手 佐　藤　翔　治（小平上水） 西　峯　大　輔（倉敷福田） 会　沢　真之介（宇都宮旭）

島　崎　　勘　（奥多摩小河内） 三　宅　康　祐（倉敷玉島東） 関　野　有　起（宇都宮旭）

山　中　浩　紀（東大和第四） 稲　田　耕　治（倉敷多津美） 志　賀　　学　（宇都宮旭）

比留間　一　貴（東大和第四） 佐　伯　浩　一（倉敷連島） 斎　藤　悠　太（宇都宮旭）

市　村　　悟　（稲城第ニ） 栗　原　芳　明（宇都宮旭）

1　位 2　　位 3　　位

都道府県 滋　賀　県 埼　玉　県 東　京　都

監督 村　上　隆　三（大津日吉） 名　倉　康　弘（川島西） 高　田　　貴　（国分寺第四）

コーチ 森　岡　桂　子（守山北） 加　藤　郁　夫（蓮田南） 稲　葉　敏　之（日本橋女学館）

選手 川　島　　彩　（大津日吉） 柳　沢　由　佳（蓮由南） 徳　留　友　美（国分寺第四）

澤　　憂　妃　（大津日吉） 高　瀬　清　佳（蓮田南） 佐々木　亜　美（国分寺第四）

早　川　由希子（大津日吉） 広　岡　まり香（川島西） 佐　藤　桂　子（中央晴海）
多　谷　郁　恵（大津日吉） 志　賀　鈴　子（川島西） 市　川　朋　美（中央晴海）

橋　本　明　奈（越谷新栄） 朝　倉　麻　耶（東大和第四）

1　位 2　　位 3　　位

都道府県 岡　山　県 栃　木　県 石　川　県

監督 畑　　健　ニ　（倉敷連島） 岩　本　洋　ニ（宇都宮鬼怒） 杉　中　達　夫（金沢高岡）

コーチ 上　野　　茂　（田鶴浜）

佐　伯　浩　一（倉敷連島） 志　賀　　学　（宇都宮旭） 北　山　順　平（金沢高岡）
田　渕　　奨　（真　備） 斎　藤　悠　太（宇都宮旭） 野　崎　貴　浩（金沢高岡）

永　井　大　吉（倉敷連島） 五月女　　智　（宇都宮旭） 中　野　真　至（七塚河北台）

麻　生　将　豊（倉敷連島） 佐　藤　孝　弘（宇都宮鬼怒） 塩　木　啓　祐（美　川）

谷　口　佳　正（岡山山南） 藤　井　拓　海（田鶴浜）

1　　位 2　　位 3　　位

都道府県 埼　玉　県 東　京　都 岡　山　県

監督 名　倉　康　弘（川島西） 高  田 　 貴　（国分寺第四） 中須賀　祥　雅（岡山山南）

コーチ 稲  葉　敏  之（日本橋女学館）

広　岡　まり香（川島西） 佐々木  亜　美（国分寺第四） 緒　方　敬　子（総社西）

佐　藤　智恵美（川島西） 小　坂　晴　美（国分寺第四） 三　木　彩恵子（山陽女子）

宮　下　美菜子（川島西） 刀　祢　絢　子（小平上水） 岡　野　あゆみ（倉敷連島）

岩　田　新　菜（川島西） 島　崎　知　子（小平上水） 岡　野　望　良（倉敷連島）

小笠原　　恵　（川島西） 深　沢　友　恵（日本橋女学館）
第３回　群馬県太田市　　1999年1月5日（火）～7日（木）

1　位 2　　位 3　　位

都道府県 埼　玉　県 茨　城　県 千　葉　県

監督 坂　口　成　美（川口在家） 田　村　　豊（阿見スポーツ少年団） 高　瀬　秀　雄（西武台）

コーチ 秋　山　和　夫（春日部武里） 田　崎　一　郎（下　妻） 井　部　　健　（松戸第二）

井　上　知　也（川口在家） 青　山　　真　（阿　見） 新　井　克　己（習志野第三）

秋　山　駿　祐（春日部武里） 伊　藤　秀　吾（下　妻） 岡　田　秀　樹（西武台）

西　田　隆一郎（川島西） 宗　形　俊　克（阿　見） 出　口　佳　紀（四街道北）

山　田　　尚　（川島西） 糸　井　　淳　（阿　見） 山　縣　大　輔（四街道北）

浅　見　佳　正（川島西） 黒　田　俊　明（阿　見） 安　原　賢　司（四街道北）

1　位 2　　位 3　　位

都道府県 埼　玉　県 石　川　県 東　京　都

監督 名　倉　康　弘（川島西） 松　田　浩　幸（美　川） 高　田　　貴　（国分寺第四）

コーチ 成　田　　進　（東松山白山） 藤　田　典　知（県バドミントン協会） 千　葉　俊　信（国立第一）

岩　田　新　菜（川島西） 通　次　尚　美（小松板津） 村　山　怜　奈（日本橋女学館）
小　池　由　子（川島西） 青　山　早　希（野々市布水） 斉　藤　綾　子（日本橋女学館）

佐々木　未　来（川島西） 中　山　奈都季（金沢西南部） 浅　井　陽　子（国分寺第四）

田　中　里　実（戸田乗） 嶋　倉　真紀子（金沢金石） 神　　ゆかり　（淑徳巣鴨）

蛭　間　歩　美（戸田東） 木　村　咲　絵（美川） 中井川　美　奈（練馬谷原）

1　位 2　　位 3　　位

都道府県 熊　本　県 栃　木　県 岡　山　県

監督 西　村　伸　明（岱明コーチ） 岩　本　洋　二（鬼　怒） 中須賀　祥　雅（竜　操）

コーチ 村　岡　欽　也（宇都宮市バドミントン協会） 畑　　健　ニ　（連　島）

吉　永　智　明（岱　明） 黄　倉　　英　（鬼　怒） 中　尾　祐　介（連　島）

谷　本　堆　三（岱　明） 佐　藤　俊　介（　旭　） 堀　　　眞　人（連　島）

川　口　謙太郎（八代第三） 福　井　啓　仁（　旭　） 松　本　祐　平（中　山）
古　財　和　輝（武蔵ケ丘） 斉　藤　辰　哉（　旭　） 田　村　　潤　（連　島）

増　渕　貴　行（　旭　）

1　位 2　　位 3　　位
都道府県 熊　本　県 千　葉　県 岡　山　県

監督 堺　　　恵　司（阿蘇北） 井　部　　健　（松戸第ニ） 畑　　　健　二（連　島）

コーチ 小　柳　　博　（市原ジュニアクラブ） 中須賀　祥　雅（竜　操）

吉　村　征　美（球　磨） 小　柳　知　子（姉崎東） 浅　原　さゆり（連　島）

森　下　美　歩（八代第五） 蔵　本　麻　子（湿　津） 藤　原　三　恵（連　島）

生　田　紗　雪（　鏡　） 大　竹　萌　華（双　葉） 黒　田　香　織（連　島）

深　川　友里江（　鏡　） 高須賀　未　央（西武台） 岡　野　由有佳（連　島）
朝　生　智　美（六　美）

第５回　茨城県石岡市　　2001年1月5日（金）～7日（日）
1　　位 2　　位 3　　位

都道府県 埼　玉　県 栃　木　県 熊　本　県

監督 阿　武　博　子（埼玉県バドミントン協会） 村　岡　欽　也（宇都宮ダッシングクラブ） 堺　　恵　司　（阿蘇北）

コーチ 山　田　秀　樹（埼玉栄） 入　江　　努（雀　宮） 吉　村　正　彦（球磨村教委）

遠　藤　大　由（鳩ヶ谷里） 中　里　好　貴（宇都宮旭） 川　口　謙太郎（八代第三）

本　田　　純　（埼玉栄） 門　谷　晃　貴（宇都宮旭） 木　村　雄一朗（熊本北部）

大　嶋　一　彰（埼玉栄） 増　渕　貴　行（宇都宮旭） 山　中　陽　典（龍　田）

岩　田　翔　舞（川島西） 佐　藤　俊　介（宇都宮旭） 森　田　秀　良（菊　水）

村　上　夏　樹（日　進） 会　澤　文　吾（宇都宮旭） 前　田　洋　孝（熊本北部）

1　位 2　　位 3　　位

都道府県 熊　本　県 栃　木　県 群　馬　県

監督 吉　村　正　彦（球磨村教委） 井　上　圭　一（古　里） 後　閑　二　郎（桐生菱）

コーチ 田　中　繁　樹 入　江　　努　（雀　宮） 谷　　　　滋　（昭　和）

岡　　　ひとみ（球　磨） 三　上　亮　子（雀　宮） 下　山　明日香（桐生菱）

西　　　郁　美（球　磨） 佐　藤　早矢香（上河内） 久保田　里　奈（桐生菱）

前　田　美　奈（八代第三） 東　山　淳　子（星が丘） 小　川　智　美（桐生菱）
田　中　妙美恵（八代第三〉 菊　地　美　佳（古　里） 坂　口　伊里佳（桐生菱）

相　良　　歩　（古　里） 高　島　麻　子（桜　木）

男子

選　手

女子

選　手

第４回　埼玉県上尾市　2000年1月5日（水）～7日（金）

男子

選　手

女子

選手

選　手

第１回 千葉県野田市　　1997年1月4日（土）～6日（月）

男子

女子

第２回 山梨県甲府市　　1998年1月5日（月）～7日（水）

男子

選　手

女子

選　手

男子

選　手

女子



第６回　神奈川県海老名市　2002年1月5日（土）～7日（月）
1　位 2　　位 3　　位

都道府県 岡　山　県 栃　木　県 神奈川県Ａ

監督 畑　　　健　二（連島） 菊　池　和　久（星が丘中） 三　島　　元　（国府津）

コーチ 中須賀　祥　雅（竜操） 入　江　　努（雀　宮） 瀧　本　晃　央（岡村）

三　宅　達　也（連島） 中　里　好貴（宇都宮旭） 三　橋　智　希（希望ケ丘）

石　井　敏　之（連島） 門　谷　晃　貴（宇都宮旭） 沼　澤　健　人（東鴨居）

佐　伯　祐　行（連島） 羽　石　直　弥（星が丘） 福　井　克　也（国府津）

三　崎　淳　司（連島） 山　口　耕　平（星が丘） 中　澤　雄　介（国府津）

藤　原　理　人（連島） 磯　崎　祐　磨（柿　生）

1　　位 2　　位 3　　位

都道府県 埼　玉　県 宮　城　県 東　京　都

監督 名　倉　康　弘（埼玉栄） 常　田　貴　裕（聖ウルスラ） 千　葉　俊　信（東大和四）

コーチ 小　林　　剛　（幸手） 中　居　光　仁（府中八）

能　登　絵里奈（埼玉栄） 沼田　静佳（聖ウルスラ学院） 村　山　麻希奈（日本橋女学館）
飯　島　亜　美（埼玉栄） 小松　弘愛（聖ウルスラ学院） 上　田　明日香（日本橋女学館）

杉　崎　美奈子（埼玉栄） 佐々木麻美（聖ウルスラ学院） 明　田　由　佳（淑徳巣鴨）
村　山　由　美（埼玉栄） 佐藤　若奈（聖ウルスラ学院） 原　　　麻衣子（国分寺－）

佐藤　由樹（聖ウルスラ学院） 綿　貫　優　生（日本橋女学館）

第7回　東京都立川市　2003年1月5日（日）～7日（火）
1　位 2　　位 3　　位

男子 都道府県 福　井　県 東　京　都Ａ 埼　玉　県

監督 上　田　健　吾（勝山消防署） 渡　辺　英　俊（清泉） 名　倉　康　弘（埼玉栄）

コーチ 小　林　陽　年（県立盲学校） 上　地　拓　弥（国分寺一） 大　屋　貴　司（埼玉栄高）

選　手 松　川　直　弘（勝山北部） 小　林　瑛二郎（国分寺一） 上　田　拓　馬（埼玉栄）

笹　木　里　司（勝山中部） 平　野　拓　弥（清泉） 田　児　賢　一（埼玉栄）

愛　宕　祐　樹（勝山中部） 穴　澤　雄　人（深川三） 松　丸　一　輝（埼玉栄）
竹　内　宏　徳（勝山中部） 手　塚　勇　輝（深川三） 小　村　勇　太（埼玉栄）
千　京　史　知（勝山南部） 鈴　木　祐　介（国分寺一） 山　崎　裕　太（埼玉栄）

女子 1　位 2　　位 3　　位

都道府県 東　京　都Ａ 埼　玉　県 東　京　都Ｂ

監督 千　葉　俊　信（東大和四） 名　倉　康　弘（埼玉栄） 中　居　光　仁（町田南）

コーチ 中　居　光　仁（町田南） 堀　川　良　子（鴻巣南） 千　葉　俊　信（東大和四）

選　手 原　　　麻衣子（国分寺一） 作　山　智　美（鴻巣南） 柳　亭　郁　実（淑徳巣鴨）

西　山　夕美子（淑徳巣鴨） 村　山　祐　美（埼玉栄） 上　田　佳　奈（吹上）

佐　藤　亜　沙（日本橋女学館） 仲　丸　雪　乃（戸田東） 明　田　由　佳（淑徳巣鴨）

綿　貫　優　生（日本橋女学館） 土　田　茉　実（埼玉栄） 大　泉　まふゆ（淑徳巣鴨）
穴　井　友　喜（大森四）

第8回　千葉県千葉市　2004年1月4日（日）～6日（火）
1　　位 2　　位 3　　位

男子 都道府県 埼　玉　県 茨　城　県 福　井　県

監督 名　倉　康　弘（埼玉栄） 田　村　　　豊（阿見） 上　田　健　吾（県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会）

コーチ 成　田　　　進（川島西） 安　藤　奈央子（阿見） 三　觜　　　賢（県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会）

選　手 松　丸　一　輝（埼玉栄） 野　口　勝　利（阿見） 山　口　夏　樹（勝山南部）

田　児　賢　一（埼玉栄） 高　島　　　誠（阿見） 松　浦　正　輝（勝山南部）

小　村　勇　太（埼玉栄） 福　岡　　　輝（阿見） 石　川　大　輔（勝山北部）
和　田　　　周（埼玉栄） 木　村　祐　樹（阿見） 栃　木　翔　太（勝山南部）

山　崎　裕　太（埼玉栄） 星　野　敬　嗣（石岡城南） 千　京　尚　将（勝山南部）

女子 1　　位 2　　位 3　　位

都道府県 愛　知　県 熊　本　県 埼　玉　県

監督 坂　野　和　久（大府） 境　　　恵　司（南関） 菊　池　　　覚（富士）

コーチ 浅　井　真　司（大府南） 日野本　　　充（八代第二） 名　倉　康　弘（埼玉栄）

選　手 野尻野　匡　世（大府南） 岩　永　伊　代（玉東） 三　木　佑里子（富士）

打　田　しづか（大府） 住　田　有希恵（鏡） 大　森　　　舞（富士）

斉　藤　彩　加（大府） 本　山　祥　子（二岡） 土　田　茉　実（埼玉栄）

樋　渡　仁　見（名経大市邨） 吉　田　琴　美（球磨） 柏　原　未　久（富士）

第９回　栃木県宇都宮市　　2005年1月5日（水）～7日（金）
1　　位 2　　位 3　　位

都道府県 埼　玉　県 栃　木　県Ａ 東　京　都

監督 名　倉　康　弘（埼玉栄） 入　江　　　努（若松原） 渡　辺　英　俊（清泉）

コーチ 山　田　秀　樹（埼玉栄） 山　崎　有　美（星が丘） 千　葉　俊　信（東大和四）

和　田　　　周（埼玉栄） 富　山　拓　哉（星が丘） 福　島　友　朗（国分寺一）

滝　内　　　亮（埼玉栄） 鈴　木　智　也（星が丘） 福　原　弘　之（国分寺一）

塚　本　好　喜（埼玉栄） 安　納　　　俊（星が丘） 神　戸　貴　也（深川三）

飯　島　冬　嬉（埼玉栄） 大　島　智　彦（雀宮） 佐　藤　拓　海（東大和四）

大　塩　俊　生（埼玉栄） 奥　墨　萌　人（淑徳巣鴨）

1　位 2　　位 3　　位

都道府県 埼　玉　県 東　京　都 熊　本　県

監督 菊　地　　　覚（富士） 島　　　朝　樹（国分寺一） 境　　　恵　司（天水）

コーチ 名　倉　康　弘（埼玉栄） 清　水　正　人（府中二） 木　下　修　二（熊本北部）

柏　原　未　久（富士） 鈴　木　温　子（国分寺一） 横　山　めぐみ（日奈久）

古　田　麻衣子（富士） 神　田　織　恵（国分寺一） 米　崎　伽奈子（日奈久）

原　　　香　織（富士） 横　山　祐美子（国分寺一） 村　岡　尚　実（八代二）
風　間　　　藍（富士） 大　石　美　生（堺） 東　　　胡　桃（京陵）
森　　　詩　織（埼玉栄） 利　光　菜美子（府中二）

第１０回　山梨県甲府市　　2006年1月5日（木）～7日（土）
1　位 2　　位 3　　位

都道府県 埼　玉　県 栃　木　県 熊　本　県

監督 名　倉　康　弘（埼玉栄） 入　江　　　努（若松原） 岡　村　猛　嗣（江原）

コーチ 山　田　秀　樹（埼玉栄） 横　塚　一　弘（東陽） 上　田　　　浩（八代四）

飯　島　冬　嬉（埼玉栄） 大　島　智　彦（雀宮） 岩　崎　大　輝（八代三）

塚　本　好　喜（埼玉栄） 大　森　康　平（作新学院） 田　中　裕　大（東陽）

堀　内　研　人（埼玉栄） 荻　原　匡　人（星が丘） 新野尾　　彰　（岱明）

和　田　治　久（埼玉栄） 大　越　　　泉（星が丘） 岡　崎　雄　介（岱明）

渡　部　茂　太（埼玉栄）

1　位 2　　位 3　　位

都道府県 埼　玉　県 千　葉　県 群　馬　県

監督 名　倉　康　弘（埼玉栄） 井　部　　健　（鎌ヶ谷三） 篠　田　一　裕（韮川小）

コーチ 菊　地　　　覚（富士） 渡　邊　嘉　治（木刈） 　谷　　　滋　（昭和）

中　村　梨　沙（埼玉栄） 木　村　　瞳　（松戸六） 門　脇　杏　奈（大類）

秋　元　直　美（埼玉栄） 青　木　優　子（松戸六） 篠　田　未　来（強戸）

上　田　真　帆（埼玉栄） 若　松　優　子（南部） 安　野　仁　美（強戸）
三　木　佑希子（富士） 佐　藤　　楓　（双葉） 小　林　麻里奈（藪塚本町）

横　尾　咲　希（常盤平） 高　瀬　麻　衣（藪塚本町）

女子

選　手

男子

選　手

女子

選　手

男子

選　手

男子

選　手

女子

選　手



第１１回　埼玉県桶川市　　2007年1月5日（金）～7日（日）
1　位 2　　位 3　　位

都道府県 埼　玉　県　Ａ 福　井　県 埼　玉　県　Ｂ

監督 名　倉　康　弘（埼玉栄） 上　田　健　吾（勝山消防署） 小　林　　　剛（武里）

コーチ 山　田　秀　樹（埼玉栄） 前　田　宏　治（勝山北部） 荒　川　公　子（蓮田南）

堀　内　研　人（埼玉栄） 広　瀬　功　樹（丸岡） 大　森　悠　馬（埼玉栄）

和　田　治　久（埼玉栄） 鈴　木　大　貴（勝山北部） 豊　島　大　地（埼玉栄）

渡　部　茂　太（埼玉栄） 木　下　貴　弘（勝山北部） 森　尻　勇　太（蓮田南）
竹　内　義　憲（埼玉栄） 島　田　　　賢（勝山北部） 山　田　庸　平（蓮田南）

1　位 2　　位 3　　位

都道府県 熊　本　県 埼　玉　県　Ａ 福　井　県

監督 上　田　　　浩（八代四） 名　倉　康　弘（埼玉栄） 前　田　宏　治（勝山北部）

コーチ 岡　村　猛　嗣（江原） 山　田　秀　樹（埼玉栄） 上　田　健　吾（勝山消防署）

永　田　奈智加（鏡） 中　村　梨　沙（埼玉栄） 山　内　美　郷（勝山北部）

深　川　碧　姫（鏡） 秋　元　直　美（埼玉栄） 坂　永　萌　夏（武生三）

田　中　志　穂（坂本） 上　田　真　帆（埼玉栄） 村　瀬　真　祐（武生一）

山　本　明希歩（坂本） 廣　川　紗　彩（埼玉栄） 前　川　あすな（武生一）
松　山　未　佳（勝山南部）

第１2回　群馬県太田市　　2008年1月4日（金）～6日（日）
1　位 2　　位 3　　位

都道府県 埼　玉　県 福　井　県 茨　城　県

監督 名　倉　康　弘（埼玉栄） 上　田　健　吾（勝山消防署） 田　村　　　豊（阿見コーチ）

コーチ 福　本　泰　之（埼玉栄） 前　田　宏　治（勝山北部） 上　杉　健　太（石岡）

豊　島　大　地（埼玉栄） 関　口　直　拳（丸岡） 櫻　井　恵　介（阿見）

大　森　悠　馬（埼玉栄） 勝　見　　　亮（勝山北部） 高　野　将　斗（阿見）

千　葉　　　常（埼玉栄） 中　村　周　平（勝山北部） 村　上　里　樹（阿見）
金　子　祐　樹（埼玉栄） 横　井　悠　真（勝山北部） 川　村　佳　弘（石岡）
井　上　拓　斗（埼玉栄） 森　田　優　仁（石岡）

1　位 2　　位 3　　位

都道府県 埼　玉　県 熊　本　県 千　葉　県

監督 菊　池　　　覚（冨士） 上　田　　　浩（八代四） 高　瀬　秀　雄（西武台）

コーチ 名　倉　康　弘（埼玉栄） 岡　村　猛　嗣（三和） 小　柳　　　博（市原ジュニア）

三　木　江里子（冨士） 山　本　明希歩（坂本） 高　瀬　秀　穂（西武台）

柏　原　奈　弥（冨士） 福　島　由　紀（坂本） 俣　野　愛　美（西武台）

小　橋　　　霞（埼玉栄） 田　北　杏　奈（八代三） 柳　　　郁　美（西武台）

森　　　朝　香（埼玉栄） 田　北　玲　奈（八代三） 上　代　沙奈絵（蘇我）
森　　　千菜美（埼玉栄） 栗　原　瑠　美（蘇我）

第１3回　神奈川県川崎市　　2009年1月5日（月）～7日（水）
1　位 2　　位 3　　位

都道府県 埼　玉　県 群　馬　県 茨　城　県

監督 名　倉　康　弘（埼玉栄） 後　閑　二　郎（相生） 上　杉　健　太（石岡）

　 関　根　冬　藏（越谷北） 北　島　宏　之（境野） 田　　村　　豊（阿見コーチ）

井　上　拓　斗（埼玉栄） 高　田　　　晃（川内） 高　野　将　斗（阿見）

金　子　祐　樹（埼玉栄） 宮　　　雄　大（相生） 相　川　祐太朗（阿見）

宮　嶋　航太郎（埼玉栄） 早乙女　拓　也（板倉） 島　倉　賢太郎（石岡）
岳　野　大　知（埼玉栄） 蕪　木　辰　義（境野） 稲　光　勇　太（阿見）
中　里　裕　貴（埼玉栄） 藤　澤　　　悠（境野） 松　岡　竜　邦（茗渓学園）

1　位 2　　位 3　　位

都道府県 千　葉　県 埼　玉　県 岡　山　県

監督 戸　辺　尚　彰（西部台） 小　林　　　剛（武里） 畑　　　健　二（福田）

コーチ 小　柳　　　博（市原ジュニアクラブ） 秋　山　和　夫（武里） 中須賀　祥　雅（上道）

柳　　　郁　美（西部台） 渡　邉　あかね（武里） 岡　崎　梨　紗（桜が丘）

岡　部　　　陽（西部台） 六　倉　　　密（武里） 秋　田　知　咲（桜が丘）

小　松　鮎　実（西部台） 末　長　あずさ（武里） 赤　澤　夏　希（備前）

上　代　沙奈絵（蘇我） 柏　原　奈　弥（富士） 加　藤　美　幸（福田）
栗　原　瑠　美（蘇我） 高　原　美有樹（富士）

第１4回　茨城県鹿島市　　2010年1月5日（火）～7日（木）
1　位 2　　位 3　　位

都道府県 東京都 群　馬　県 熊　本　県

監督 横　田　和　長 (高円寺) 後　閑　二　郎（相生） 境　　　恵　司（荒尾第三)

コーチ 氏　井　　　聡 (府中第二) 田　口　　　誠（板倉） 上　田　　　浩（八代第四）

小野寺　祐　介 (小平第二) 宮　　　雄　大（相生） 西　　　智　寛（熊本北部）

内　田　健　太（小平第二） 蕪　木　辰　義（境野） 内　田　裕太郎（熊本清水）

丹　野　啓　之（小平第二） 藤　澤　　　悠（境野） 原　口　拓　巳（玉名）
植　木　祐　太（淑徳巣鴨） 早乙女　拓　也（板倉） 寺　田　裕　堂（玉名）
塩　田　　敦　（淑徳巣鴨） 川　村　駿太朗（大泉南）

1　位 2　　位 3　　位

都道府県 埼　玉　県 岡　山　県 熊　本　県

監督 名　倉　康　弘（埼玉栄） 中須賀　祥　雅（上道） 上　田　　　浩（八代第四）

コーチ 関　根　冬　藏（越谷北） 畑　　　健　二（福田） 境　　　恵　司（荒尾第三)

石　田　光　枝（埼玉栄） 加　藤　美　幸（福田） 永　田　　麗　（鏡）

久　喜　麻　結 (埼玉栄） 赤　澤　夏　希（備前） 五　反　美　里（鏡）

荒　木　茜　羽 (埼玉栄） 岡　本　紗　季（連島） 泉　　　朱　莉（八代第五）

加　藤　智　香（富士） 中　野　みさと（連島） 朝　岡　依　純（玉陵）
長　嶺　仁　美（富士）

第１5回　東京都葛飾区　　2011年1月6日（木）～8日(土）
1　位 2　　位 3　　位

都道府県 熊　本　県 福　井　県 東　京　A

監督 金　子　朝　昭（有明） 上　田　健　吾（勝山消防署） 横　田　和　長（高円寺）

コーチ 上　田　　　浩（八代第四） 平　井　香　充（角鹿） 堀　越　義　広（淑徳巣鴨）

小　本　翔　太（熊本北部） 服　部　秀　治（光陽） 小　倉　由　嵩（小平第二）

新　本　将　大（花陵） 広　瀬　有　規（春江） 佐　藤　　烈　（小平第二）

峯　　　幸　佑(久木野） 西　部　凌　太（角鹿） 市　川　和　洋（小平第二）
麻　尾　修　作(久木野) 竹　内　裕　哉（角鹿） 宮　崎　滉　太（小平第二）

山  田　悠  起（小平第二）
1　位 2　　位 3　　位

都道府県 埼　玉　県 熊　本　県 東　京　A

監督 名　倉　康　弘（埼玉栄） 上　田　　浩　（荒尾海陽） 清　水　正　人（三鷹第六）

コーチ 関　根　冬　蔵（越谷北） 堺　　　圭　一（熊本北部） 高　寺　　徹　（武蔵村山第五）

荒　木　茜　羽 (埼玉栄） 朝　岡　依　純（玉陵） 仲　井　由希乃（大泉）

川　島　里　羅(埼玉栄) 五　反　美　里（鏡） 福　本　万　結（淑徳巣鴨）

西　口　涼　子(埼玉栄) 宅　島　あや子（玉東） 木　曽　七　海（淑徳巣鴨）

尾　﨑　沙　織(蓮田南） 高　木　綾乃　（玉東） 井　部　恵理香（淑徳巣鴨）
粂　谷　百　香(蓮田南) 谷　澤　安　衣（日本橋女学館）

女子

選　手

男子

選　手

女子

選　手

男子

選　手

女子

選　手

男子

選　手

男子

選　手

女子

選　手

男子

選　手

女子

選　手



第16回　栃木県小山市　2011年12月24日（土）～26日(月）
1　位 2　　位 3　　位

都道府県 埼　玉　県 東　京　都 山　梨　県

監督 名　倉　康　弘（埼玉栄） 横　田　和　長（高円寺） 輿　石　　　勉（山梨県協会）

コーチ 成　田　　　進（滑川） 氏　井　　聡　（府中第二） 石　原　一　貴（勝沼）

小　川　桂　汰（埼玉栄） 小　倉　由　嵩（小平第二） 古　谷　　樹　（勝沼）

渡　辺　俊　和（埼玉栄） 佐　藤　　烈　（小平第二） 輿　石　　悠　（勝沼）

森　岡　秀　斗（埼玉栄） 小野寺　雅　之（小平第二） 佐　野　勇　介（鰍沢）
酒　井　健　登（埼玉栄） 秋　田　聖　華（小平第二） 太　田　蒼　人（鰍沢）
渡　邉　航　貴（埼玉栄） 田　村　優　典（小平第二） 佐　野　大　輔（鰍沢）

1　位 2　　位 3　　位

都道府県 埼　玉　県 福　井　県 東　京　都

監督 名　倉　康　弘（埼玉栄） 白　木　久　子（勝山南部） 板　橋　佳　希（大崎）

コーチ 関　根　冬　藏（越谷北） 上　田　健　吾（勝山消防署） 高　寺　　徹　（武蔵村山第五）

西　口　涼　子(埼玉栄) 山　口　　茜　（勝山南部） 石　原　優　美（小平第二）

齋　藤　　栞　（埼玉栄） 中　島　朱　音（春江） 村　井　陽　香（小平第二）

松　本　莉　奈（埼玉栄） 朝　倉　みなみ（福井工業大付属） 岩　谷　果　歩（小平第二）

上　村　琴　音（埼玉栄） 大　角　ひかり（福井工業大付属） 木　曾　七　海（淑徳巣鴨）
川　島　美　南（埼玉栄） 日　高　桜　香（日本橋女学館）

第17回　千葉県浦安市　2012年12月26日（水）～28日(金）
1　位 2　　位 3　　位

都道府県 埼　玉　県 岡　山　県 熊　本　県

監督 名　倉　康　弘（埼玉栄） 小　池　美　香（福田） 境　　　恵　司（荒尾第三）

コーチ 関　根　冬　藏（越谷東） 中　原　修　二（妹尾） 上　田　　　浩（荒尾海陽）

渡　邉　航　貴（埼玉栄） 山　下　恭　平（福田） 平　川　　　透（玉名岱明）

大　平　洸　輝（埼玉栄） 井　上　健　太（福田） 小　本　大　佑（熊本北部）

小野寺　泰　雅（埼玉栄） 樋　口　知　成（福田） 山　本　巧　海（菊池南）
水　村　秀　人（埼玉栄） 大　屋　亮　悟（総社西） 田　中　湧　士（菊池南）
鈴　木　雄　治（埼玉栄）

1　位 2　　位 3　　位

都道府県 埼　玉　県 千　葉　県　Ａ 東　京　都

監督 名　倉　康　弘（埼玉栄） 戸　辺　尚　彰（西武台千葉） 板　橋　佳　希（品川大崎）

コーチ 秋　山　和　夫（春日部上沖小） 石　橋　光　春（鎌ケ谷ジュニア） 高　寺　　　徹（武蔵村山第五）

川　島　美　南（埼玉栄） 岡　部　　　天（西武台千葉） 山　口　　　萌（日本橋女学館）

西　村　ゆり香（埼玉栄） 有　川　友理奈（西武台千葉） 山　口　菜　摘（日本橋女学館）

古　閑　鈴　香（埼玉栄） 小　沼　みなみ（西武台千葉） 佐々木　しおり（小平第二）

桜　井　彩　貴（埼玉栄） 林　　　沙　映（西武台千葉） 吉　村　七　美（小平第二）
池　澤　みずほ（武里） 矢　﨑　月　子（蘇我） 大　上　月　佳（日本橋女学館）

第18回　群馬県前橋市　2013年12月26日（木）～28日(土）
1　位 2　　位 3　　位

都道府県 東　京　都 茨　城　県 埼　玉　県

監督 板　橋　佳　希（品川大崎） 黒　澤　紀　久（茗渓学園） 名　倉　康　弘（埼玉栄）

コーチ 氏　井　　　聡（八王子第二） 三　浦　健　一（竹来） 成　田　　　進（菅谷）

江　越　恵　伍（小平第二） 杉　山　　　潤（茗渓学園） 塚　本　翔　太（埼玉栄）

惣宇利　亮　太（立川国際中等教育） 深　谷　祐　太（石岡) 渡　邉　一　輝（埼玉栄）

柴　田　陽　登（小平第二） 本　田　晃　太（石岡） 川　端　直　人（埼玉栄）
福　嶋　壮　太（小平第二） 内　藤　　　保（国府） 中　山　裕　貴（埼玉栄）
佐々木　拓　也（淑徳巣鴨） 中　村　凌　士（阿見） 宇　治　巧　登（埼玉栄）

1　位 2　　位 3　　位

都道府県 埼　玉　県 熊　本　県 福　井　県

監督 名　倉　康　弘（埼玉栄） 上　田　　　浩（荒尾第三） 池　田　大　晃（福井県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会）

コーチ 関　根　冬　藏（越谷東） 境　　　恵　司（天水） 笹　木　里　司（福井県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会）

林　　　　　樂（埼玉栄） 森　　　沙　耶（坂本） 髙　野　亜　美（丸岡南）

秋　元　未　幸（埼玉栄） 森　本　暁　音（坂本） 渡　邉　萌　香（至民）

正　田　捺　実（埼玉栄） 山　口　貴　子（坂本） 木　村　茉梨奈（福井工大付属福井）

齋　藤　　　夏（埼玉栄） 石　村　亜　美（坂本） 中　村　風　月（福井工大付属福井）
吉　田　瑠　実（埼玉栄）

第19回　山梨県甲府市　2014年12月27日（土）～29日(月）
1　位 2　　位 3　　位

都道府県 埼　玉　県 岡　山　県 熊　本　県

監督 名　倉　康　弘（埼玉栄） 畑　　　健　二（福田） 金　子　朝　昭（菊水）

コーチ 滝　内　　　亮（埼玉栄） 中須賀　祥　雅（藤田） 上　田　　　浩（荒尾第三)

中　山　裕　貴（埼玉栄） 一　井　亮　太（備前） 田　中　一　成（坂本）

緑　川　大　輝（埼玉栄） 佐　野　未希也（西大寺） 淵　上　佑　大（坂本）

武　井　優　太（埼玉栄） 藤　井　　　凌（福田） 池　端　元　哉（熊本北部)
遠　藤　彩　斗（埼玉栄） 武　井　優　成（福田） 江　藤　佑　太（熊本東野）
河　村　　　翼（埼玉栄）

1　位 2　　位 3　　位

都道府県 埼　玉　県 Ａ 岡　山　県 茨　城　県

監督 名　倉　康　弘（埼玉栄） 中須賀　祥　雅（藤田） 内　藤　祐　太（竹園東）

コーチ 関　根　冬　藏（越谷東） 畑　　　健　二（福田） 阿　部　彩　子（石岡）

吉　田　瑠　実（埼玉栄） 鎌　田　彩　羽（山陽女子） 佐　川　智　香（石岡）

齋　藤　　　夏（埼玉栄） 善　家　百合子（福田） 町　田　華　梨（竹園東）

本　田　悠　理（埼玉栄） 今　滝　　　空（福田） 小　堤　榛　菜（竹園東）

上　杉　　　杏（埼玉栄） 藤　原　奈　央（福田） 芳　村　萌映子（茗渓学園）
阿　部　彩　奈（埼玉栄） 小　池　由　華（石岡）

第20回　埼玉県久喜市　2015年12月26日（土）～28日(月）
1　位 2　　位 3　　位

都道府県 埼　玉　県 Ａ 福　井　県 埼　玉　県　Ｂ

監督 名　倉　康　弘（埼玉栄） 上　田　健　吾（福井県協会） 栗　原　美　紀（武里）

コーチ 滝　内　　　亮（埼玉栄） 平　井　香　充（粟野） 名　倉　康　弘（埼玉栄）

河　村　　　翼（埼玉栄） 出　島　光　紘（金津） 内　野　陽　太（埼玉栄）

百　上　拓　海（埼玉栄） 齊　藤　　　尊（福井工大附属） 柴　田　拓　実（埼玉栄）

山　下　潤　也（埼玉栄） 織　田　涼　也（進明） 山　崎　諒　羽（埼玉栄）
川　島　直　也（埼玉栄） 中　村　　　怜（進明） 嶋　田　匡　明（武里）
樋　口　　　輝（埼玉栄） 福　田　祐　弥（武里）

1　位 2　　位 3　　位

都道府県 埼　玉　県 Ａ 千　葉　県 栃　木　県

監督 名　倉　康　弘（埼玉栄） 戸　辺　尚　彰（西武台千葉） 北　島　秀　敏（城南）

コーチ 滝　内　　　亮（埼玉栄） 原　田　恵　理（桜台） 櫻　井　拓　朗（鬼怒）

宮　崎　淳　美（埼玉栄） 栗　原　あかり（西武台千葉） 伊　藤　玲　香（小山第二）

福　井　美　空（埼玉栄） 栗　原　琉　夏（西武台千葉） 杉　村　南　美（小山第二）

大　澤　佳　歩（埼玉栄） 杉　山　未　来（松戸第四） 大　垣　友　南（横川）

鈴　木　陽　向（埼玉栄） 大　髙　舞　衣（松戸第四） 伊　藤　　　空（横川）
八　角　実　侑（蓮田南） 山　﨑　美　咲（桜台）

女子

選　手

男子

選　手

女子

選　手

男子

選　手

女子

選　手

男子

選　手

女子

選　手

男子

選　手

男子

選　手

女子

選　手



第21回　神奈川県小田原市　2016年12月23日（金）～25日(日）
1　位 2　　位 3　　位

都道府県 埼　玉　県 東　京　都 栃　木　県

監督 名　倉　康　弘（埼玉栄） 板　橋　佳　希（大崎） 加　藤　好　伸（小山）

コーチ 秋　山　和　夫（武里） 髙　寺　　　徹（小平第二） 北　島　秀　敏（小山）

柴　田　拓　実（埼玉栄） 江　頭　桜　空（淑徳巣鴨） 中　村　恵　大（小山第二）

内　野　陽　太（埼玉栄） 本　田　海　理（淑徳巣鴨） 渡　邉　俊　祐（足柄第三）

山　崎　諒　羽（埼玉栄） 仁　平　浩　太（実践学園） 北　川　史　翔（鬼怒）
本　田　　　光（埼玉栄） 谷　津　央　祐（由木） 工　藤　瞳　哉（鬼怒）
福　田　祐　弥（武里） 山　本　一　輝（小平第二） 中　條　晃　綺（鬼怒）

1　位 2　　位 3　　位

都道府県 愛　知　県 千　葉　県 栃　木　県

監督 中　口　竜　郎（はりーあっぷジュニア） 積　田　　　享（昭和学院） 石　下　美　穂（壬生）

コーチ 石　井　久　伸（名古屋経済大学市邨） 秋　本　　　聖（桜台） 北　島　秀　敏（小山）

山　本　鈴　乃（大府） 栗　原　琉　夏（西武台千葉） 櫻　井　理　湖（古里）

山　本　琴　乃（大府） 山　﨑　美　咲（桜台） 日　吉　華　子（小山第二）

中山　うらら（名古屋経済大学市邨） 石　塚　日菜子（昭和学院） 柴　田　　　歩（鬼怒）

久　湊　菜　々（桜田） 菅　野　季　々（昭和学院） 舛　木　さくら（陽北）
梅　田　莉々子（愛知教育大岡﨑） 斉　郷　遥　南（昭和学院） 横　塚　珠　七（河内）

男子

選　手

女子

選　手


