
優　勝 ２　位 優　勝 ２　位

S45 1 栃　木 東　京 栃　木 埼　玉 茨　城 神奈川 栃　木 東　京 埼　玉

S46 2 東　京 神奈川 埼　玉 東　京 栃　木 神奈川 栃　木 東　京 埼　玉

S47 3 東　京 神奈川 東　京 埼　玉 栃　木 神奈川 栃　木 東　京 埼　玉

S48 4 神奈川 東　京 神奈川Ａ 神奈川Ｂ 埼　玉 東　京 神奈川Ｂ 神奈川Ａ 栃　木

S49 5 栃　木 埼　玉 栃　木 神奈川 東　京 栃　木 埼　玉 神奈川 東　京

S50 6 千　葉 栃　木 埼　玉 東　京 茨　城 栃　木 神奈川 埼　玉 東　京

茨　城 今　市 吉　田 渡　田 創　価 中　央  明　野 渡　田 大　内

（栃　木） （新　潟） （神奈川） （東　京） （埼　玉） （茨　城） （神奈川） （栃　木）

千　葉 今　市 上三川 戸　塚 燕 明　野 新座二 伊　奈  今　市

（栃　木） （栃　木） （神奈川） （新　潟） （茨　城） （埼　玉） （茨　城） （栃　木）

神奈川 日　大 燕 上三川  常盤平 万騎ヶ原 栄　進 関　屋 今　市

（神奈川） （新　潟） （栃　木） （千　葉） （神奈川） （埼　玉） （新　潟）  （栃　木）

東　京 石　岡 栄　進  越谷中央 今　市 戸　塚 栄　進 明　野 関　屋

 （茨　城）  （埼　玉）  （埼　玉）  （栃　木）  （神奈川）  （埼　玉）  （茨　城）  （新　潟）

栃　木 栄　進  調布四 阿　見 八幡木 川口芝 今　市 真　岡 栄　進

 （埼　玉）  （東　京）  （茨　城）  （埼　玉）  （埼　玉）  （栃　木）  （栃　木）  （埼　玉）

千　葉 栄　進  戸　塚 常盤平 里 栄　進 真岡東 中野七  里

 （埼　玉）  （神奈川）  （千　葉）  （埼　玉）  （埼　玉）  （栃　木）  （東　京）  （埼　玉）

山　梨 栄　進 戸　塚 立川八 石　岡 栄　進 明　野 戸　塚 昭　栄

 （埼　玉）  （神奈川）  （東　京）  （茨　城）  （埼　玉）  （茨　城）  （神奈川）  （千　葉）

群　馬 明　野 戸　田 栄　進 大　道 明　野 昭　栄 真岡東 石　岡

 （茨　城）  （埼　玉）  （埼　玉）  （神奈川）  （茨　城）  （千　葉）  （栃　木）  （茨　城）

埼　玉 栄　進 明　野 小山二 阿　見  栄　進  明　野 石　岡 里

 （埼　玉）  （茨　城）  （栃　木）  （茨　城）  （埼　玉）  （茨　城）  （茨　城）  （埼　玉）

神奈川 栄　進 明　野 阿　見 上三川 栄　進 真岡東 鬼　怒 甲府北東

 （埼　玉）  （茨　城）  （茨　城）  （栃　木）  （埼　玉）  （栃　木）  （栃　木）  （山　梨）

茨　城 金　沢  明　野  真光寺 旭 武蔵野四 里 鬼　怒 真　岡

 （神奈川）  （茨　城）  （東　京）  （栃　木）  （東　京）  （埼　玉）  （栃　木）  （栃　木）

東　京 田無一 金　沢  山　王 旭 栄　進 立川八 落　合 東大和四

 （東　京）  （神奈川）  （千　葉）  （栃　木）  （埼　玉）  （東　京）  （栃　木）  （東　京）

栃　木  田無一 伊奈東 上三川 山　王 鬼　怒 旭 立川八 六　実

 （東　京）  （茨　城）  （栃　木）  （千　葉）  （栃　木）  （栃　木）  （東　京）  （千　葉）

千　葉 伊奈東 川口北 金　沢 平　楽 立川八  川　島 三和東 伊奈東

 （茨　城）  （埼　玉）  （神奈川）  （神奈川）  （東　京）  （埼　玉）  （茨　城）  （茨　城）

山　梨 阿　見 石　下 松　伏 落　合 立川八 鬼　怒 六　実 川　島

 （茨　城）  （茨　城）  （埼　玉）  （栃　木）  （東　京）  （栃　木）  （千　葉）  （埼　玉）

群　馬 川　島  桑  阿　見 東大和四 立川八 前橋一 里 大　綱

 （埼　玉）  （栃　木）  （茨　城）  （東　京）  （東　京）  （群　馬）  （埼　玉）  （神奈川）

埼　玉 石　下 旭 川　島 朝　日 国　府 武蔵野四 旭 日本橋女学館

 （茨　城）  （栃　木）  （埼　玉）  （茨　城）  （茨　城）  （東　京）  （栃　木）  （東　京）

神奈川 立川四 東大和四 川島西 四街道北 国　府  善　行 日本橋女学館 相　生

 （東　京）  （東　京）  （埼　玉）  （千　葉）  （茨　城）  （神奈川）  （東　京）  （群　馬）

茨　城 川島西  朝　日 清　原 旭 善　行  国　府 国分寺四 立川八

 （埼　玉）  （茨　城）  （栃　木）  （栃　木）  （神奈川）  （茨　城）  （東　京）  （東　京）

東　京 石　岡  川島西 上三川 つきみ野 日本橋女学館 蓮田南 六　実 松　伏

 （茨　城）  （埼　玉）  （栃　木）  （神奈川）  （東　京）  （埼　玉）  （千　葉）  （埼　玉）

栃　木 石　岡 串　川 鬼　怒 狭山中央 川島西 蓮田南 上　水 旭

 （茨　城）  （神奈川）  （栃　木）  （埼　玉）  （埼　玉）  （埼　玉）  （東　京）  （栃　木）

千　葉 東大和四 旭 串　川 阿　見 川島西 蓮田南 上　水  旭

 （東　京）  （栃　木）  （神奈川）  （茨　城）  （埼　玉）  （埼　玉）  （東　京）  （栃　木）

山　梨 東大和四  旭 阿　見  里 川島西 国　府 国分寺四 蓮田南

 （東　京）  （栃　木）  （茨　城）  （埼　玉）  （埼　玉）  （茨　城）  （東　京）  （埼　玉）

群　馬 阿　見 川島西 東大和四 昭　和 川島西 国　府 戸田東 蓮田南

 （茨　城）  （埼　玉）  （東　京）  （群　馬）  （埼　玉）  （茨　城）  （埼　玉）  （埼　玉）

埼　玉 阿  見  旭 昭　和 国分寺一 幸　手 南河内 西武台 串　川

(茨　城)  （栃　木）  （群　馬）  （東　京） （埼　玉）  （栃　木）  （千　葉）  （神奈川）

茨　城 国分寺一 埼玉栄 阿　見 清　泉 武　里 菱 雀　宮 西武台

（東　京） （埼　玉） （茨　城） （東　京） （埼　玉） （群　馬） （栃　木）  （千　葉）

神奈川 埼玉栄 国分寺一 旭 阿　見 埼玉栄 日本橋女学館 河　内 柏南部

（埼　玉） （東　京） （栃　木） （茨　城） (埼　玉） （東　京） （栃　木） （千　葉）

東　京 埼玉栄 石岡城南 阿　見 清　泉 埼玉栄 淑徳巣鴨 星が丘 柏南部

（埼　玉） （茨　城） （茨　城） （東　京） （埼　玉） （東　京） （栃　木） （千　葉）

千　葉 埼玉栄 阿　見 茗溪学園 深川三 富　士 星が丘 柏南部 西武台

（埼　玉）  （茨　城）  （茨　城）  （東　京）  （埼　玉）  （栃　木）  （千　葉）  （千　葉）

栃　木 埼玉栄 星が丘 大　道 深川三 富　士 埼玉栄 相　生 石岡城南

（埼　玉）  （栃　木）  （神奈川）  （東　京）  （埼　玉）  （埼　玉）  （群　馬）  （茨　城）

山　梨 埼玉栄 淑徳巣鴨 深川三 星が丘 埼玉栄 柏南部 日本橋女学館 益　子

（埼　玉）  （東　京）  （東　京）  （栃　木）  （埼　玉）  （千　葉）  （東　京）  （栃　木）

埼　玉 埼玉栄 阿　見 西武台 武　里 埼玉栄 日本橋女学館 強　戸 柿　生

（埼　玉）  （茨　城）  （千　葉）  （埼　玉）  （埼　玉）  （東　京）  （群　馬）  （神奈川）

群　馬 埼玉栄 阿　見 石　岡 富　士 埼玉栄  西武台 大　庭 武　里

（埼　玉）  （茨　城）  （茨　城）  （埼　玉）  （埼　玉）  （千　葉）  （神奈川）  （埼　玉）

神奈川 埼玉栄 石　岡 阿　見 蓮田南 富　士 埼玉栄  西武台 武　里

（埼　玉）  （茨　城）  （茨　城）  （埼　玉）  （埼　玉）  （埼　玉）  （千　葉）  （埼　玉）

茨　城 埼玉栄 阿　見 小平二 西武台 富　士 武　里 蓮田南 埼玉栄

（埼　玉）  （茨　城）  （東　京）  （千　葉）  （埼　玉）  （埼　玉）  （埼　玉）  （埼　玉）

東　京 小平二 埼玉栄 阿　見 西武台 埼玉栄 蓮田南 小平二 国　府

 （東　京） （埼　玉）  （茨　城）  （千　葉）  （埼　玉）  （埼　玉）  （東　京）  （茨　城）

栃　木 埼玉栄 小平二 淑徳巣鴨 勝沼 埼玉栄 西武台千葉 国　府 小平二

（埼　玉）  （東　京）  （東　京）  （山　梨）  （埼　玉）  （千　葉）  （茨　城）  （東　京）

千　葉 埼玉栄 小平二 淑徳巣鴨 竹来 埼玉栄 小山二 日本橋女学館 淑徳巣鴨

（埼　玉）  （東　京）  （東　京）  （茨　城）  （埼　玉）  （栃　木）  （東　京）  （東　京）

群　馬 埼玉栄 茗渓学園 淑徳巣鴨 小平二 埼玉栄 日本橋女学館 蓮田南 小山二

（埼　玉）  （茨　城）  （東　京）  （東　京）  （埼　玉）  （東　京）  （埼　玉）  （栃　木）

山　梨 埼玉栄 淑徳巣鴨 調布七 武里 埼玉栄 小平二 小山二 蓮田南

（埼　玉）  （東　京）  （東　京）  （埼　玉）  （埼　玉）  （東　京）  （栃　木）  （埼　玉）

埼　玉 埼玉栄 淑徳巣鴨 西武台千葉 武里 埼玉栄 小平二 石岡 蓮田南

（埼　玉）  （東　京）  （千　葉）  （埼　玉）  （埼　玉）  （東　京）  （茨　城）  （埼　玉）

神奈川 埼玉栄 小平二 鬼怒 蓮田南 小平二 淑徳巣鴨 武里 志木二

(埼　玉) (東　京) (栃　木) (埼　玉) (東　京) (東　京)  （埼　玉） (埼　玉)

茨城 埼玉栄 茗溪学園 淑徳巣鴨 小平二 埼玉栄 西武台千葉 橘 小平二

(埼　玉) （茨　城） （東　京） （東　京）  （埼　玉） （千　葉） （神奈川） （東京）
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優　勝 ２　位 優　勝 ２　位

シングルス 馬　場 伊　藤 高　橋 成　田 岡　本 服　部 及　川 高　井

(栃･今市) （埼・栄進） （栃･今市） （新･大形） （茨･明野） （埼･栄進） （神･渡田） （神･渡田）

ダブルス 小野口･坂本 守谷･中村 山田･桑野 高野･小黒 葛西･斎藤 酒寄・皆川 伊藤･松本 大島･石川

  (栃･今市) （埼・栄進） （新･大形） （新･吉田） （埼・中央） （茨･明野） （埼・中央） （埼・中央）

シングルス 大　島 佐　藤 峰 遠　藤 皆　川 赤　塚 湯　沢 恩　田

(栃･今市) （東･神谷） （埼・栄進） （新･燕） （茨･明野） （茨･伊奈） （栃･今市） （新･関屋）

ダブルス 上野･猪瀬 七里・村田 鈴木･金子 坂本･中村 渡辺･皆川 川口･佐野 佐々木･川崎 高橋･矢野

（栃･上三川） （新･燕） （埼･越谷北） （埼・栄進） （茨･明野） （埼･新座二） （東・吾嬬二） （栃･今市）

シングルス 豊　田 山　本 加　藤 樋　口 山　田 屋　代 森 星　野

（神･日大） （埼・栄進） （栃･上三川） （新･燕） （埼・栄進） （神･万騎ヶ原） （東･御園） （埼・栄進）

ダブルス 中村･大浦 芝田･山中 山峰･原沢 荒井･飯村 金子･児島 山川･縄田 中島･石橋 松井･石崎

（埼・栄進） （栃･小山二） （千･常盤平） （茨･阿見） （神･戸塚） （栃･真岡） （埼・栄進） （新･関屋）

シングルス 長　内 大　輪 大　森 横　尾 三　沢 森 鈴　木 平　沢

（埼･栄進） （茨･石岡） （栃･今市） （茨･石岡） （栃･今市） （神･逗子） （埼・栄進） （埼・栄進）

ダブルス 村上･手塚 江原･武藤 野村･矢部 石沢･中沢 村上･滝沢 高橋･西村 赤羽･内田 鈴木･松岡

（栃･今市） （茨･石岡） （埼・栄進） （新･燕） （新･関屋） （神･戸塚） （神･秋葉台） （茨･明野）

シングルス 宮 山　内 大　島 藤　咲 根　元 野津山 岩　井 小　貫

（山･勝沼） （茨･石岡） （栃･今市） （埼・栄進） （栃･今市） （東･武蔵野四） （埼・栄進） （栃･小山二）

ダブルス 山ノ内･中村 平山･大塩 小池･鈴木 小松･石川 細井･須藤 飯泉･水柿 明石･後藤 土居･船越

（茨･朝日） （茨･阿見） （神･今井） （栃･今市） （栃･今市） （茨･明野） （東･中野七） （神･秋葉台）

シングルス 黒　沢 小松崎 大　矢 越　後 今　井 松　本 佐　藤 須　藤

（東･神谷） （茨･石岡） （埼・栄進） （栃･今市） （埼・栄進） （栃･真岡東） （栃･小山二） （茨･明野）

ダブルス 柴田･石川 江連･山中 松本･福田 井上･渡辺 佐々木･今野 佐藤･石井 鬼沢･羽成 親川・永田

（栃･今市） （栃･小山二） （埼･里） （神･戸塚） （埼･里） （埼・栄進） （茨･石岡） （東･大泉西）

シングルス 石　橋 尾　崎 加　藤 七　谷 木住野 牧　畑 青　戸 奥　山

（埼・栄進） （栃･今市） （東･立川八） （茨･石岡） （茨･明野） （神･戸塚） （埼・栄進） （埼･上尾原市）

ダブルス 平野･渡辺 生井沢･立木 小室･緑川 島田･大輪 古宇田･関 岡井･和田 大石･渡辺 関･石井

（東･東大和一） （埼･戸田） （茨･石岡） （茨･石岡） （茨･明野） （埼・栄進） （神･戸塚） （千･昭栄）

シングルス 榎　本 大　堀 深　瀬 木　場 松　本 大　渕 捧 清　水

（栃･小山二） （栃･今市） （茨･府中） （千･市川五） （茨･明野） （神･秋葉台） （埼・栄進） （東･八王子二）

ダブルス 木村･大和田 結束･堀之内 笹原･平林 武井･笠原 平塚･坂入 村上･行方 矢野･古谷 塚沢･鬼沢

（茨･明野） （茨･阿見） （東･立川八） （山･勝沼） （茨･明野） （千･昭栄） （神･秋葉台） （茨･石岡）

シングルス 岡　本 末　長 岩　間 渡　辺 捧 木住野 飯　田 八　木

（埼・栄進） （埼･中央） （東･立川八） （東･中野七） （埼・栄進） （茨･明野） （栃･真岡東） （群･箱田）

ダブルス 石井･大畑 山崎･佐藤 秋津･斎藤 佐賀･江連 塚沢･鬼沢 石井･高橋 大後･海老沢 岡本･古宇田

（埼・栄進） （埼･戸田） （栃･小山二） （栃･小山二） （茨･石岡） （埼・栄進） （茨･石岡） （茨･明野）

シングルス 坂　本 小　野 内　村 手　島 日　原 高　野 根　岸 柳

（神･大道） （埼・栄進） （東･御徒町） （東･本町田） （山･甲府北東） （埼･東浦和） （千･六実） （栃･真岡東）

ダブルス 竹井･物井 大谷･佐々木 若名･高橋 塚田･古宇田 加賀･船津 仲山･桜井 武田･吉嶺 佐野･日原

（茨･明野） （埼・栄進） （千･昭栄） （茨･明野） （埼・栄進） （栃･鬼怒） （東･国立第一） （山･甲府北東）

シングルス 高　橋 磯　部 国府田 榎　本 高　岡 中　村 高　麗 加　藤

（茨･明野） （栃･旭） （茨･阿見） （東･真光寺） （栃･鬼怒） （栃･一条） （東･大宮） （群･相生）

ダブルス 鈴木･市野 中島･飯泉 市川･高木 杉谷･田中 逸見･吉水 平田･円野 猪瀬･猪瀬 加藤･田村

（神･金沢） （茨･明野） （東･天沼） （東･立川八） （茨･石岡） （東･武蔵野四） （栃･上三川） （茨･明野）

シングルス 関　根 今　井 二　瓶 川　村 日　原 長谷川 関　野 長谷川

（埼・栄進） （千･山王） （神･東高津） （栃･桑） （山･甲府北東） （千･松戸三） （茨･三和東） （群･伊勢崎）

ダブルス 柳川･山崎 朝田･野口 石田･金岡 後藤･茂野 大久保･斉藤 大森･江連 田所･田所 江田･橋本

（東･田無一） （東･田無一） （神･金沢） （東･田無一） （栃･鬼怒） （栃･落合） （東･立川八） （東･東大和四）

シングルス 増　田 香　西 田　中 太　田 田　所 浜　崎 塚　本 山　本

（東･田無一） （茨･茗渓） （東･田無二） （千･山王） （東･立川八） （埼・栄進） （茨･藤代） （千･六実）

ダブルス 沼尻･吉岡 茂野･山浦 門脇･佐藤 森嶋･三浦 大久保･斉藤 塩田･長谷川 渡辺･小室 内藤･斉藤

（茨･阿見） （東･田無一） （群･木崎） （栃･上三川） （栃･鬼怒） （栃･鬼怒） （埼･戸田東） （東･開進三）

シングルス 成　嶋 高　橋 中　山 福　間 川　崎 田　所 田　所 小　形

（茨･伊奈東） （群･伊勢崎三） （茨･石下） （千･習志野三） （東･立川八） （東･立川八） （東･立川八） （東･大宮）

ダブルス 箭内･五十嵐 小竹･倉持 川島･杉山 塩入･美濃口 佐藤･茂木 山崎･奥沢 菅原･岡村 柳田･古橋

（埼･川口北） （茨･伊奈東） （栃･上三川） （茨･伊奈東） （茨･伊奈東） （栃･旭） （東･小平四） （栃･鬼怒）

シングルス 荒　井 殖　栗 真　嶋 中　村 米　倉 長　井 亀　山 浅　井

（茨･石下） （埼･川口北） （千･六実） （東･聖学院） （東･立川八） （栃･旭） （群･桐生北） （千･六実）

ダブルス 鈴木･森田 矢部･斉藤 吉原･渡辺 小口･稲見 石川･猪鼻 柳田･鈴木 阿部･山本 松村･清水

（埼･松伏） （茨･阿見） （茨･石下） （栃･上三川） （埼･川島） （栃･鬼怒） （栃･旭） （群･大類）

シングルス 弓　削 小　崎 中　村 山　田 米　倉 亀　山 普津澤 渡　辺

（埼･川島） （茨･茗渓） （東･文林） （埼･東浦和） （東･立川八） （群･桐生北） （栃･陽北） （群･前橋一）

ダブルス 大館･新井 清元･清元 下鳥･高嶋 西川･池田 高木･田口 金巻･荏原 大塚･小宅 岩田･猪狩

（埼･松伏） （埼･北本東） （栃･小山城南） （千･習志野三） （茨･国府） （神･大綱） （栃･鬼怒） （千･市川六）

シングルス 小　林 中　村 青　柳 池　内 関　本 井　川 稲　村 大　沢

（茨･石下） （埼･岸） （栃･陽北） （東･立川四） （栃･旭） （茨･国府） （群･前橋一） （埼･北陽）

ダブルス 青木･山田 稲石･沼尻 中澤･成田 酒井･佐々木 星･脇田 宮崎･川田 直井･渡辺 大高･長谷川

（栃･旭） （茨･石下） （埼･川島） （東･立川四） （千･六実） （東･日本橋女学館） （茨･国府） （埼･蓮田南）

シングルス 島　田 吉　川 木　村 小　吹 井　川 長　縄 星　野 安　部

（埼･松伏） （東･立川四） （茨･朝日） （茨･石下） （茨･国府） （栃･旭） （東･国分寺四） （埼･松伏）

ダブルス 大崎･渡辺 大山･佐藤 川崎･小島 福室･佐藤 森･仲田 比気･比気 三沢･富永 石川･市川

（茨･石下） （茨･朝日） （埼･川島西） （埼･川島西） （茨･国府） （茨･国府） （東･小平四） （埼･川島西）

シングルス 坂　本 小　島 黒　川 渡　辺 久　家 高　田 村　上 平　泉

（茨･国府） （茨･阿見） （東･国分寺四） （茨･石下） （東･立川八） （東･立川八） （埼･北本東） （千･六実）

ダブルス 野口･小林 佐々木･田端 島崎･白鳥 鈴木･阿久津 常世･須々木 斉藤･茂木 木村･本田 岡崎･森

（茨･朝日） （東･国分寺四） （東･調布六） （栃･清原） （東･日本橋女学館） （東･府中八） （東･国分寺四） （茨･国府）

シングルス 下　川 堀 樅　木 平　山 山　田 渡　邉 大　橋 滝　内

（東･文林） （群･菱） （東･昭和） （東･深川三） （東･日本橋女学館） （栃･旭） （茨･城南） （埼･蓮田南）

ダブルス 川崎･新井 藤崎･岡野 高村･岡田 鈴木･市川 大熊･八木田 小畑･舟越 森･渡辺 田辺･依田

（埼･川島西） （茨･石岡） （神･旭陵） （栃･上三川） （埼･八幡木） （東･上水） （茨･国府） （東･日本橋女学館）

シングルス 下　川 佐　藤 成　毛 安　達 野　村 高　橋 楠 小　池

（東･文林） （東･上水） （東･稲城二） （茨･石岡） （千･さつきが丘） （千･佐貫） （神･善行） （埼･蓮田南）

ダブルス 倉持･三浦 近藤･小林 岡田･齋藤 垣内･関野 町･吉野 土田･依田 小畑･舟越 柳下･大野

（茨･阿見） （東･国分寺二） （神･旭陵） （栃･旭） （東･成瀬台） （東･日本橋女学館） （東･上水） （東･上水）

シングルス 佐　藤 比留間 佐　藤 本　田 福　田 木　村 岩　田 広　岡

（東･上水） （東･東大和四） （埼･里） （群･相生） （茨･国府） （茨･国府） （埼･川島西） （埼･川島西）

ダブルス 会沢･関野 門倉･郡司 菊田･染谷 山中･比留間 高塚･高野 川瀬･小林 山崎･島崎 山田･西口

（栃･旭） （神･串川） （茨･阿見） （東･東大和四） （茨･石岡城南） （埼･武里） （東･上水） （栃･旭）

シングルス 佐　藤 井　上 志　賀 石　井 広　岡 岩　田 佐々木 木　村

（埼･里） （埼･在家） （栃･旭） （東･打越） （埼･川島西） （埼･川島西） （東･国分寺四） （茨･国府）

ダブルス 斉藤･加澤 堤･比留間 齋藤･五月女 石井･杉田 磯下･磯下 高野･清水 小坂･五十峯 手塚･永井

（東･上水） （東･東大和四） （栃･旭） （神･矢向） （埼･喜沢） （茨･国府） （東･国分寺四） （栃･鬼怒）
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優　勝 ２　位 優　勝 ２　位

シングルス 井　上 星　野 土　田 浅　見 岩　田 小　池 鶴　見 国　分

（埼･在家） （埼･里） （東･小平三） （埼･川島西） （埼･川島西） （埼･川島西） （神･大清水） （千･聖徳）

ダブルス 青山･黒田 糸井･宗形 小林･横山 西田･山田 清水･綿引 森･清水 小室･櫻井 小池･富永

（茨･阿見） （茨･阿見） （群･昭和） （埼･川島西） （茨･国府） （茨･国府） （栃･南河内） （埼･栄進）

シングルス 高　木 遠　藤 岡　田 黄　倉 小　柳 神 加　澤 馬　上

（埼･里） （埼･里） （千･西武台） （栃･鬼怒） （千･姉崎東） （東･淑徳巣鴨） （東･日本橋女学館） （埼･久喜）

ダブルス 黒田･高島 福井･斉藤 落合･後藤 河野･小樽 鈴木･櫻井 今井･今井 新井･島田 斉藤･渋谷

（茨･阿見） （栃･旭） （東･国分寺四） （東･東大和四） （埼･幸手） （神･串川） （埼･川島西） （埼･川島西）

シングルス 佐々木 遠　藤 岩　田 黄　倉 井　上 永　山 佐　藤 飯　島

（埼･埼玉栄） （埼･里） （埼･川島西） （栃･鬼怒） （千･柏南部） （東･青梅一） （栃･上河内） （埼･埼玉栄）

ダブルス 大嶋･本田 増渕･中里 糸井･木村 竹内･鈴木 鈴木･富永 今井･今井 下山･小川 巻島･野原

（埼･埼玉栄） （栃･旭） （茨･阿見） （東･国分寺一） （埼･栄進） （神･串川） （群･菱） （埼･久喜）

シングルス 佐々木 中　里 門　谷 福　田 栗　城 川　島 飯　島 西　山  

（埼･埼玉栄） （栃･旭） （栃･雀宮） （群･相生） （千･柏南部） （栃･七井） （埼･埼玉栄） （東･淑徳巣鴨）

ダブルス 大嶋･本田 羽石･山口 鈴木･竹内 青山･小松崎 松本･皆川 北川･矢納 佐藤･須藤 兎澤･富永

（埼･埼玉栄） （栃･星が丘） （東･国分寺一） （茨･阿見） （千･西武台） （埼･久喜） （神･末吉）  （埼･栄進）

シングルス 佐々木 上　田 平　野 小　林 原 土　田 作　山 柳　亭

（埼･埼玉栄） （埼･埼玉栄） （東・清泉） （東･国分寺一） （東･国分寺一） （埼･埼玉栄） （埼・鴻巣南） （東･淑徳巣鴨）

ダブルス 田児・松丸 小村・松本 野口・高島 海野・山崎 綿貫・佐藤 三木・大森 石井・矢野 村山・小野

（埼･埼玉栄） （埼･埼玉栄） （茨･阿見） （埼･埼玉栄） （東･日本橋女学館） （埼･富士） （栃・星が丘） （埼･埼玉栄）

シングルス 和　田 三　橋 角　田 山　崎 笹　間 三　木 柳　亭 小　山

（埼･埼玉栄） （神･希望が丘） （東･清泉） （埼･埼玉栄） （千･柏南部） （埼･富士） （東･淑徳巣鴨） （千･西武台）

ダブルス 田児・松丸 高島・野口 松口・堀内 小村・松本 大森・古田 前田・石橋 矢野・石井 小野・森

（埼･埼玉栄） （茨･阿見） （埼･鷲宮東） （埼･埼玉栄） （埼･富士） （東･淑徳巣鴨） （栃･星が丘） （埼･埼玉栄）

シングルス 和　田 滝　内 飯　島 内　藤 柏　原 木　村 黒　沢 森

（埼･埼玉栄） （埼･埼玉栄） （埼･埼玉栄） （神･串川） （埼･富士） （千･松戸六） （茨･茗溪学園） （埼･埼玉栄）

ダブルス 木村・岡本 鈴木・富山 北林・北林 篠崎・野口 原・古田 鈴木・神田 金指・原田 木村・青木

（茨･阿見） （栃･星が丘） （埼･武里） （茨･阿見） （埼･富士） （東･国分寺一） （茨･石岡城南） （千･松戸六）

シングルス 岡　本 奥　墨 松　丸 丸　尾 佐　藤 瀬　川 髙　木 横　尾

（茨･阿見） （東･淑徳巣鴨） （埼･久喜東） （群・佐野） （千・双葉） （埼･埼玉栄） （埼･伊奈学園） （千・常盤平）

ダブルス 小林・塚本 大塩・渡部 山本・浅野 村瀬・野口 木村・青木 篠田・安野 秋元・上田 谷口・稲見

（埼･埼玉栄） （埼･埼玉栄） （茨･石岡城南） （千・西武台） （千･松戸六） （群・強戸） （埼･埼玉栄） （栃・益子）

シングルス 和　田 堀　内 小野寺 森　尻 中　村 三　木 横　尾 髙　木

（埼･埼玉栄） （埼･埼玉栄） （東・小平二） （埼・蓮田南） （埼･埼玉栄） （埼･富士） （千・常盤平） （埼･伊奈学園）

ダブルス 渡部・竹内 髙島・櫻井 浅野・森 間瀬・佐藤 髙栖・七谷 篠田・安野 高野・齋藤 秋元・上田

（埼･埼玉栄） （茨･阿見） （茨・城南） （栃・鬼怒） （茨・城南） （群・強戸） （埼・富士） （埼・埼玉栄）

シングルス 櫻　井 豊　島 高　田 中　山 三　木 髙　瀬 柏　原 渡　邉

（茨・阿見） （埼・埼玉栄） （群・川内） （埼・富士） （埼・富士） （千・西武台） （埼・富士） （埼・武里）

ダブルス 千葉・金子 森田・大森 小林・中里 古賀・井上 小橋・森 市川・遠山 飯高・俣野 山本・岡田

（埼・埼玉栄） （茨・石岡） （埼・埼玉栄） （埼・埼玉栄） （埼・埼玉栄） （東・小平二） （千・西武台） （茨・城南）

シングルス 井上 金子 高田 小野寺 柳 柏原 渡邉 高原

（埼・埼玉栄） （埼・埼玉栄） （群・川内） （東・小平二） （千・西武台） （埼・富士） （埼・武里） （埼・富士）

ダブルス 中里・宮嶋 髙野・相川 中村・宮崎 酒井・大関 大平・瀬川 山本・岡田 上代・栗原 黒子・地神

（埼・埼玉栄） （茨・阿見） （東・小平二） （埼・埼玉栄） （埼・埼玉栄） （茨・城南） （千・蘇我） （栃・上河内

シングルス 小野寺 稲光 中里 菊野 嶺井 石田 篠田 荒木

（東・小平二） （茨・阿見） （埼・埼玉栄） （神・希望が丘） （埼・富士） （埼・埼玉栄） （群・強戸） （埼・埼玉栄）

ダブルス 塩田・植木 内田・丹野 市川・宮崎 飯島・安田 瀬川・森 長谷川・尾﨑 宮浦・中島 加藤・長嶺

（東・淑徳巣鴨） （東・小平二） （東・小平二） （茨・竹来） （埼・埼玉栄） （埼・蓮田南） （埼・武里） （埼・富士）

シングルス 小倉 小川 進藤 林 仲井 荒木 川島 尾﨑

（東・小平二） （埼・埼玉栄） （神・大道） （茨・石岡城南） （東・大泉） （埼・埼玉栄） （埼・埼玉栄） （埼・蓮田南）

ダブルス 市川・宮崎 渡辺・森岡 山下・鳥居 照井・松原 福本・木曽 粂谷・當山 勝俣・池澤 桶田・片桐

（東・小平二） （埼・埼玉栄） （茨・阿見） （東・淑徳巣鴨） （東・淑徳巣鴨） （埼・蓮田南） （埼・武里） （千・西武台）

シングルス 小川 小倉 佐藤 小野寺 齋藤 西口 若松 佐川

（埼・埼玉栄） （東・小平二） （東・小平二） （東・小平二） （埼・埼玉栄） （埼・埼玉栄） （栃・星が丘） （茨・石岡）

ダブルス 渡辺・森岡 渡邊・酒井 輿石・田中 太田・佐野 川島・松本 木曽・井部 仁平・友水 池澤・鈴木

（埼・埼玉栄） （埼・埼玉栄） （山・勝沼） （山・鰍沢） （埼・埼玉栄） （東・淑徳巣鴨） （茨・国府） （埼・武里）

シングルス 渡邉 大平 鈴木 緑川 海老原 川島 岡部 山口

（埼・埼玉栄） （埼・埼玉栄） （埼・埼玉栄） （埼・埼玉栄） （栃・小山二） （埼・埼玉栄） （千・西武台千葉） （東・日本橋女学館）

ダブルス 小野寺・水村 柴田・福嶋 柴田・中山 深谷・本田 有川・小沼 久松・遠山 古閑・西村 佐々木・吉村

（埼・埼玉栄） （東・小平二） （埼・埼玉栄） （茨・石岡） （千・西武台千葉） （千・松戸四） （埼・埼玉栄） （東・小平二）

シングルス 鈴木 日光 杉木 須永 齋藤 吉田 巻口 山口

（埼・埼玉栄） （埼・埼玉栄） （茨・茗渓学園） （群・相生） （埼・埼玉栄） （埼・埼玉栄） （千・桜台） （東・日本橋女学館）

ダブルス 塚本・川端 中川・緑川 深谷・本田 柴田・福嶋 秋元・林 正田・桜井 濱野・島倉 池田・斎藤

（埼・埼玉栄） （埼・埼玉栄） （茨・石岡） （東・小平二） （埼・埼玉栄） （埼・埼玉栄） （茨・石岡） （東・淑徳巣鴨）

シングルス 緑川 中山 河村 宇治 齋藤 吉田 佐川 上杉

（埼・埼玉栄） （埼・埼玉栄） （埼・埼玉栄） （埼・埼玉栄） （埼・埼玉栄） （埼・埼玉栄） （茨・石岡） （埼・埼玉栄）

ダブルス 鈴木・町田 武井・遠藤 渡邉・柏原 小室・野田 鈴木・大澤 大石・小林 遠藤・榎本 阿部・本田

（埼・武里） （埼・埼玉栄） （埼・埼玉栄） （東・淑徳巣鴨） （埼・埼玉栄） （東・小平二） （東・小平二） （埼・埼玉栄）

シングルス 河村 内野 若林 平本 宮﨑 福井 米倉 郡司

（埼・埼玉栄） （埼・埼玉栄） （栃・小山二） （神・小鮎） （埼・埼玉栄） （埼・埼玉栄） （東・小平二） （神・大谷）

ダブルス 野田・小室 樋口・百上 川島・山下 加藤・藤田 鈴木・大澤 八角・武井 伊藤・杉村 中條・原島

（東・淑徳巣鴨） （埼・埼玉栄） （埼・埼玉栄） （埼・武里） （埼・埼玉栄） （埼・蓮田南） （栃・小山二） （埼・埼玉栄）

シングルス 内野 中村 野口 谷津 郡司 栗原 横内 倉島

（埼・埼玉栄） （栃・小山二） （埼・埼玉栄） （東・由木） （神・大谷） （千・西武台千葉） (山・玉穂) （埼・埼玉栄）

ダブルス 本田・山崎 安生・芳田 松村・鈴木 江頭・本田 宮下・宮下 糸谷・本田 冨塚・栁下 八角・加賀谷

（埼・埼玉栄） (栃・南摩） (埼・蓮田南） (東・淑徳巣鴨) (茨・阿見) (埼・武里) (東・淑徳巣鴨) (埼・蓮田南)

シングルス 野口 井上 大垣 宮川 枡木 岡本 長嶋 中澤

（埼・埼玉栄） （埼・埼玉栄） （栃・横川） （東・山崎） （栃・陽北） （千・西武台千葉） （千・国分寺台西） （山・北東）

ダブルス 宮下・井上 伊藤・小原 伊藤・岡野 呉・山岡 谷川・仁田 石橋・古茂田 鹿毛・秋葉 國領・田中

（埼・埼玉栄） （東・小平二） （茨・茗溪学園） （埼・埼玉栄） （茨・竹来） （茨・大久保） （埼・蓮田南） （神・川中島）

シングルス

ダブルス
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栄　光　の　記　録　（個人戦）

年度 回 種　目
男　　　　　　子 女　　　　　　子

３　　　位 ３　　　位
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