
川口市ソフトテニス大会・団体戦
＜男子の部＞ ＜女子の部＞ 　東中時代の結果は、確認後に加えたいと思います

優　勝 準優勝 第３位 第３位 優　勝 準優勝 第３位 第３位 チームの成績 個人の主な成績

東中女子部顧問

昭和６１年

学校総合体育大会 芝　東 幸　並 芝　園 榛　松 芝　東 　芝 榛　松 領　家

市民選手権 芝　東 幸　並 芝　園 榛　松 芝　東 　芝 元　郷 仲　町

市民体育祭 榛　松 　北 芝　東 　西 仲　町 榛　松 芝　東 　西

東中男子部創設･顧問

昭和６２年

学校総合体育大会

市民選手権 榛　松 　西 芝　東 幸　並

市民体育祭 芝　東 仲　町 　西 幸　並 榛　松 　北 　西 戸　塚

昭和６３年

学校総合体育大会 芝　東 仲　町 榛　松 青　木

市民選手権 榛　松 　西 仲　町 幸　並

市民体育祭 芝　東 榛　松 戸　塚 第２位　東

平成　元年

学校総合体育大会 芝　東 榛　松 　西 上青木

市民選手権 芝　東 榛　松 　北 第２位　東

市民体育祭 芝　東 榛　松 　北 幸　並 榛　松 芝　東 　西 岸　川

平成　２年

学校総合体育大会 榛　松 　北 芝　東 仲　町 ３位

市民選手権 芝　東 榛　松 　北 第３位　東

市民体育祭 　北 　西 榛　松 青　木 榛　松 芝　東 　西 岸　川

平成　３年

学校総合体育大会 榛　松 　北 仲　町 戸　塚

市民選手権 榛　松 　北 戸　塚 芝　東 芝　東 　北 榛　松 仲　町

市民体育祭 上青木 領　家 　北 　西 芝　東 岸　川 幸　並 在　家

平成　４年

学校総合体育大会 上青木 戸　塚 　西 　北 芝　東 　北 榛　松 岸　川

市民選手権 上青木 幸　並 芝　東 　西

市民体育祭 榛　松 芝　東 　西 幸　並 芝　東 　芝 　北 領　家

平成　５年

学校総合体育大会 榛　松 芝　東 幸　並 岸　川 芝　東 　芝 在　家 　北

市民選手権 芝　東 榛　松 元　郷 戸　塚 芝　東 　芝 　北 在　家

市民体育祭 芝　東 　西 領　家 榛　松 芝　東 岸　川 在　家 領　家

東中男子部・女子部顧問

平成　６年

学校総合体育大会 芝　東 領　家 榛　松 　西 芝　東 　北 　芝 在　家

市民選手権 領　家 芝　東 榛　松 元　郷 芝　東 　北 領　家 女：第２位　東

市民体育祭 芝　東 領　家 戸　塚 　西 芝　東 岸　川 　南 女：第２位　東

平成　７年

学校総合体育大会 芝　東 榛　松 領　家 芝　東 　南 　北 男：第３位、女：第３位　東 　東

市民選手権 芝　東 榛　松 青　木 芝　東 　南 幸　並 男：第３位、女：第２位　東 　東

市民体育祭 　北 榛　松 上青木 領　家 芝　東 上青木 　北 女：第３位　東

岸川中女子部顧問

平成　８年

学校総合体育大会 　北 領　家 芝　東 榛　松 芝　東 上青木 　北 16本1組　東

市民選手権 　北 芝　東 上青木 領　家 芝　東 上青木 榛　松 第３位 16本2組岸　川

市民体育祭 芝　東 　北 上青木 岸　川 芝　東 　北 上青木 第２位 ３位、６位、16本2組岸　川

平成　９年

学校総合体育大会 芝　東 　北 幸　並 上青木 芝　東 上青木 　芝 第２位 ３位、６位、16本2組岸　川

市民選手権 芝　東 幸　並 上青木 　北 芝　東 上青木 　芝 第２位 ３位、8本2組、16本1組岸　川

市民体育祭 芝　東 岸　川 榛　松 戸　塚 芝　東 上青木 　芝 第３位 ２位、７位、８位、16本1組岸　川

平成１０年

学校総合体育大会 芝　東 幸　並 元　郷 榛　松 芝　東 　芝 上青木 第２位 ２位、９位、10位、12本2組岸　川

市民選手権 芝　東 　北 榛　松 幸　並 芝　東 戸塚西 上青木 第２位 ２位、８本1組、16本1組岸　川

市民体育祭 上青木 　北 岸　川 青　木 芝　東 戸塚西 上青木 第３位 ３位、16本1組岸　川

平成１１年

学校総合体育大会 芝　東 榛　松 戸塚西 仲　町 芝　東 戸塚西 　西 第３位 ５位、７位岸　川

市民選手権 芝　東 仲　町 岸　川 榛　松 芝　東 戸塚西 上青木 第３位 ８本2組岸　川

市民体育祭 芝　東 幸　並 榛　松 北 芝　東 戸塚西 上青木 第３位 ８位岸　川

平成１２年

学校総合体育大会 芝　東 榛　松 　北 戸塚西 芝　東 戸塚西 幸　並 上青木 ベスト８ 12本1組

市民選手権 芝　東 戸　塚 榛　松 上青木 芝　東 戸塚西 　南 戸　塚 ベスト８ 16本1組



市民体育祭 芝　東 　北 　西 上青木 芝　東 上青木 戸塚西 第３位 ６位、16本2組岸　川

平成１３年

学校総合体育大会 戸塚西 芝　東 　西 上青木 芝　東 戸塚西 上青木 第３位 ６位、12本1組、16本1組岸　川

市民選手権 戸塚西 元　郷 　東 　西 芝　東 上青木 戸塚西 第３位 ３位、16本1組岸　川

市民体育祭 戸塚西 芝　東 西 東 芝　東 上青木 戸塚西 幸　並 ベスト８

平成１４年

学校総合体育大会 戸塚西 　東 芝　東 　西 芝　東 幸　並 　西 　北

市民選手権 芝　東 戸塚西 　東 　北 芝　東 上青木 　西 芝　西

市民体育祭 戸塚西 戸　塚 西 芝　東 芝　東 戸　塚 　西 第２位 ５位、６位、16本1組岸　川

上青木中女子部顧問

平成１５年

学校総合体育大会 戸塚西 芝　東 戸　塚 　西 芝　東 戸　塚 　西 安行東 ベスト８ ７位

市民選手権 芝　東 戸塚西 戸　塚 元　郷 芝　東 戸　塚 在　家岸　川

市民体育祭 芝　東 戸　塚 　東 　北 芝　東 戸　塚 在　家 安行東

平成１６年

学校総合体育大会 芝　東 戸塚西 　東 元　郷 在　家 芝　東 戸　塚 安行東 ８位

市民選手権 戸塚西 芝　東 　東 戸　塚 芝　東 在　家 戸塚西 安行東

市民体育祭 戸塚西 　東 戸　塚 　西 芝　東 戸塚西 　西 第３位 ６位上青木

平成１７年
学校総合体育大会 戸塚西 　東 戸　塚 上青木 芝　東 戸塚西 仲　町 第３位 ５位上青木

市民体育祭 戸塚西 　西 上青木 　北 芝　東 戸塚西 在　家 幸　並 ベスト８ 16本1組

平成１８年
学校総合体育大会 戸塚西 　北 　西 上青木 芝　東 戸塚西 幸　並 　南 16本1組

市民体育祭 戸塚西 芝　東 　西 　北 芝　東 戸塚西 在　家 安行東 ベスト８ ８位、16本1組

戸塚西中男子部顧問
平成１９年

学校総合体育大会 榛　松 芝　東 　西 　北 芝　東 戸塚西 在　家 ８位上青木

市民体育祭 榛　松 　北 芝　東 芝　東 戸塚西 　西 　南 第３位 ３位、５位戸塚西

平成２０年
学校総合体育大会 榛　松 北 西 戸塚西 芝　東 在　家 芝　園 第２位 ３位、７位、12本1組戸塚西

市民体育祭 戸　塚 　北 榛　松 芝　東 芝　園 戸塚西 　西 第１位 ２位、３位、６位、12本1組戸塚西

平成２１年
学校総合体育大会 榛　松 戸　塚 　北 芝　園 芝　東 戸塚西 在　家 第１位 ２位、３位、７位、16本1組戸塚西

市民体育祭 榛　松 芝　東 　北 　東 芝　東 芝　園 戸塚西 戸　塚 ベスト８ ７位

平成２２年
学校総合体育大会 芝　東 榛　松 　北 　東 芝　園 戸塚西 芝　東 　西 ベスト８ ７位

市民体育祭 榛　松 芝　東 　北 仲　町 芝　東 戸塚西 上青木 戸　塚 ベスト８ 12本2組

平成２３年
学校総合体育大会 榛  松 芝　東 領　家 芝　東 戸塚西 元　郷 安行東 第３位 ９位、16本1組戸塚西

市民体育祭 榛　松 　南 幸　並 芝　東 仲　町 戸塚西 　北 第２位 ５位、10位、16本1組戸塚西

平成２４年
学校総合体育大会 　芝 芝　東 　南 芝　東 仲　町 戸塚西 安行東 第２位 ２位、９位、16本1組戸塚西

市民体育祭 　芝 芝　東 　西 戸　塚 芝　東 上青木 仲　町 安行東

平成２５年
学校総合体育大会 　芝 芝　東 　西 戸　塚 芝　東 仲　町 　南 上青木

市民体育祭 　芝 　西 芝　東 　東 芝　東 仲　町 戸　塚 戸塚西 ベスト８

西中女子部顧問
平成２６年

学校総合体育大会 　芝 　西 芝　東 上青木 戸　塚 芝　東 仲　町 戸塚西 ベスト８

市民体育祭 　芝 戸　塚 上青木 芝　東 芝　東 戸　塚 戸塚西 上青木 ベスト８

平成２７年
学校総合体育大会 　芝 戸　塚 上青木 安　行 戸　塚 芝　東 安　行 幸　並 ベスト８

市民体育祭 芝　東 　里 鳩ヶ谷 上青木 芝　東 戸　塚 鳩ヶ谷 戸塚西 ベスト１２

平成２８年
学校総合体育大会 鳩ヶ谷 芝　東 　里 戸塚西 戸　塚 芝　東 鳩ヶ谷 戸塚西 予選敗退

市民体育祭 芝　東 上青木 　西 　里 芝　東 戸塚西 戸　塚 第３位 16本1組　西

西中外部指導者
平成２９年

学校総合体育大会 芝　東 上青木 榛　松 　里 芝　東 戸　塚 戸塚西 　西 第３位

市民体育祭 芝　東 西 戸　塚 安　行 芝　東 戸　塚 幸　並 第３位 16本1組西

平成３０年
学校総合体育大会 芝　東 西 里 幸　並 芝　東 戸　塚 幸　並 鳩ヶ谷 予選敗退

市民体育祭 芝　東 戸　塚 幸　並 芝　西 芝　東 戸　塚 幸　並 　南 ベスト１２

令和　１年
学校総合体育大会 芝　東 幸　並 芝　西 戸　塚 芝　東 戸　塚 幸　並 戸塚西 ベスト１２

市民体育祭 芝　東 上青木 　西 戸　塚 芝　東 上青木 戸　塚 芝　西 ベスト８ 16本2組

令和　２年
学校総合体育大会 中止

市民体育祭 芝　東 上青木 　北 　里 芝　東 上青木 　里 第３位 ８本2組、16本1組　西

令和　３年
学校総合体育大会 芝　東 上青木 　北 　西 芝　東 　里 上青木 第３位 12本1組、16本1組　西

市民体育祭 芝　東 上青木 　南 岸　川 芝　東 上青木 戸　塚 　里 ベスト８ 16本3組

令和　４年
学校総合体育大会 芝　東 上青木 　里 　南 芝　東 上青木 　西 　里

市民体育祭 上青木 戸塚西 　里 芝　東 上青木 芝　東 戸塚西 戸　塚


