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賞状Ｎｏ. 大会名 種目 結果 選手 年月日 備考

学校総合体育大会 女子個人 １６本 柴田・小倉 96/04/18

学校総合体育大会 女子下級生 ８本 両角・高松 96/04/15

県南選手権大会 女子個人 ３２本 小川・山崎 96/04/27

【１】 市民選手権大会 女子団体 第３位 96/07/24

小川・山崎　 １位：芝東　
鈴木・熊木　 ２位：上青木
今井・大沢　 ４位：榛松
天海・小倉

市民選手権大会 女子個人 １６本 小川・山崎 96/07/26

市民選手権大会 女子個人 １６本 天海・小倉 96/07/26

市民選手権大会 女子下級生 ８本 両角・松岡 96/07/24

【２】 市民体育祭大会 女子団体 第２位 96/10/15

鈴木・熊木　 １位：芝東　
天海・小倉　 ３位：上青木
両角・松岡　 ３位：北
鈴木・長内

【３】 市民体育祭大会 女子個人 第３位 鈴木・熊木 96/10/17 県大会出場Ⅰ

【４】 市民体育祭大会 女子個人 第６位 天海・小倉 96/10/17 県大会出場Ⅰ

市民体育祭大会 女子個人 １６本 両角・松岡 96/10/17

市民体育祭大会 女子個人 １６本 鈴木・長内 96/10/17

カワサキ杯 デフィー　 渡辺・高野　 96/12/28
女子団体Ｂ 両角・松岡　

リーグ 立花・高松

ツﾌﾞﾛｯｸ
１位

カワサキ杯 デフィー　 ３２本 渡辺・高野　 96/12/29
女子団体Ｂ 両角・松岡　

ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 立花・高松

カワサキ杯 デフィー　 96/12/28
女子団体Ｃ

リーグ

Ｂﾌﾞﾛｯｸ
１位

能登谷・大森
今井・藤川　
木村・高橋　
松岡　

川口市インドア大会 女子個人 ８本 鈴木・熊木 97/01/15

川口市インドア大会 女子個人 ８本 天海・小倉 97/01/15

川口市インドア大会 女子個人 １６本 両角・松岡 97/01/15

川口市インドア大会 女子個人 １６本 鈴木・長内 97/01/15

川口市連盟杯 女子団体 ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 97/01/26
２位　 

１位

鈴木・熊木　
天海・小倉　
両角・松岡　
鈴木・長内

【５】 菊華杯 女子団体 第３位 97/03/09

鈴木・熊木　 １位：日野二
天海・小倉　 ２位：葛西二
両角・松岡　 ３位：浮間
鈴木・長内



【６】 学校総合体育大会 女子団体 第２位 97/04/22

鈴木・熊木　 １位：芝東　
天海・小倉　 ３位：上青木
両角・松岡　 ４位：芝　　
鈴木・長内 県大会出場①

【７】 学校総合体育大会 女子個人 第３位 鈴木・熊木 97/04/25 県大会出場Ⅱ

【８】 学校総合体育大会 女子個人 第６位 天海・小倉 97/04/25 県大会出場Ⅱ

学校総合体育大会 女子個人 １６本 鈴木・長内 97/04/25

学校総合体育大会 女子個人 １６本 渡辺・高松 97/04/25

【９】 学校総合体育大会 女子下級生 第１位 今井・高野 97/04/22

【１０】 県南選手権大会 女子個人 第３位 天海・小倉 97/04/29

【１１】 県学校総合体育大会 女子個人 第３位 天海・小倉 97/05/18 関東大会出場

【１２】 女子団体 第３位 97/06/01
埼玉県東部地区強化
大会　　　６月大会

鈴木・熊木　 １位：広島　
天海・小倉　 ２位：蓮田　
両角・松岡　 ４位：第二東
鈴木・長内

【１３】 市長杯争奪大会 女子一般 第３位 天海・小倉 97/07/06

【１４】 市民選手権大会 女子団体 第２位 97/07/22

鈴木・熊木　 １位：芝東　
天海・小倉　 ３位・上青木
両角・松岡　 ４位・芝　　
鈴木・長内 県大会出場②

【１５】 市民選手権大会 女子個人 第３位 鈴木・熊木 97/07/24

市民選手権大会 女子個人 ８本 天海・小倉 97/07/24

市民選手権大会 女子個人 ８本 渡辺・高松 97/07/24

市民選手権大会 女子個人 １６本 鈴木・長内 97/07/24

市民選手権大会 女子下級生 ８本 木村・藤川 97/07/24

市民選手権大会 女子下級生 ８本 松岡・高橋 97/07/24

【１６】 関東中学校大会 女子個人 １２本 天海・小倉 97/08/10 全国大会出場

【１７】 全日本ジュニア 女子団体Ａ 97/08/18
Ａﾌﾞﾛｯｸ

１位

鈴木・熊木　
天海・小倉　
両角・松岡　
鈴木・長内

全日本ジュニア ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ 　 ３２本 97/08/19
女子団体Ａ

ﾄｰﾅﾒﾝﾄ

鈴木・熊木　
天海・小倉　
両角・松岡　
鈴木・長内

【１８】 全日本ジュニア 女子団体Ｂ 97/08/18
つﾌﾞﾛｯｸ

１位

今井・高野　
木村・藤川　
松岡・高橋

全日本ジュニア ｿﾌﾄﾃﾆｽ 　 ３２本 木村・藤川　 97/08/19
女子団体Ｂ 今井・高野　

ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 松岡・高橋

全国中学校大会 女子個人 ３２本 天海・小倉 97/08/23

【１９】 県南新人大会 女子個人 第１位 天海・高野 97/08/24
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【２０】 女子団体 第３位 97/09/07
埼玉県東部地区強化
大会　　　９月大会

天海・高野　
今井・藤川　
木村・高橋　
松岡

【２１】 川口市内強化大会 女子個人 第１位 天海・高野 97/09/28

【２２】 川口市内強化大会 女子個人 第３位 今井・藤川 97/09/28

【２３】 市民体育祭大会 女子団体 第３位 97/10/14

天海・高野　 １位：芝東　
今井・藤川　 ２位：上青木
松岡・高橋　 ３位：芝
木村・塩田

【２４】 市民体育祭大会 女子個人 第２位 天海・高野 97/10/16 県大会出場Ⅲ

【２５】 市民体育祭大会 女子個人 第７位 今井・藤川 97/10/16 県大会出場Ⅲ

市民体育祭大会 女子個人 ８本 松岡・高橋 97/10/16

【２６】 市民体育祭大会 女子下級生 第１位 熊木・佐々木 97/10/14

【２７】 市民体育祭大会 女子下級生 第３位 太江田・岩崎 97/10/14

【２８】 県新人体育大会 女子個人 第２位 天海・高野 97/11/11

【２９】 女子団体Ｂ 第３位 97/12/07
埼玉県東部地区強化
大会　　１２月大会

松岡・高橋　 １位：菖蒲　
太江田･岩崎 ２位：小川東

４位：広島

カワサキ杯 カワサキ　 今井・藤川　 97/12/28
女子団体Ａ 天海・高野　

リーグ 松岡・高橋

ひﾌﾞﾛｯｸ
１位

カワサキ杯 デフィー　 ３２本 太江田・岩崎 97/12/29
女子団体Ｂ 木村・塩田　

ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 熊木・佐々木

【３０】 川口市インドア大会 女子個人 第３位 天海・高野 98/01/15

川口市インドア大会 女子個人 ８本 松岡・高橋 98/01/15

川口市インドア大会 女子個人 １６本 今井・藤川 98/01/15

川口市インドア大会 女子個人 １６本 木村・塩田 98/01/15

【３１】 川口市連盟杯 女子団体 第２位 98/01/25

天海・高野　 １位：新田　
今井・高橋　 ３位：鉾田南
松岡・塩田　 ３位：富勢
木村・藤川

ひまわり杯 女子団体 ８本 98/02/22

天海・高野　 １位：蓮田　
今井・高橋　 ２位：杉戸　
松岡・塩田　 ３位：菖蒲　
木村・藤川 ３位：大相模

【３２】 女子団体 第２位 98/03/08
埼玉県東部地区強化
大会　　　３月大会

天海・高野　 １位：広島　
今井・高橋　 ３位：今町　
木村・塩田　 ３位：菖蒲
松岡

【３３】 菊華杯 女子団体 第１位 98/03/14

天海・高野　 ２位：浜川　
今井・藤川　 ３位：川口南
木村・塩田　 ３位：大栄
松岡・高橋
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【３４】 女子団体 第２位 98/03/21
浦和カップ・浦和市
連盟会長杯

天海・高野　
今井・藤川　
木村・塩田　
松岡・高橋

１位：大栄　
３位：桶川西
３位：古河二

埼玉県東部地区強化
大会　近県招待大会

女子団体Ａ ８本 98/03/22

天海・高野　
今井・藤川　
木村・塩田

【３５】 女子団体Ｂ 第１位 98/03/22
埼玉県東部地区強化
大会　近県招待大会

松岡・高橋　 ２位：大相模
太江田・岩崎 ３位：岩崎
熊木・佐々木

【３６】 女子個人 第３位 98/03/30
全国ジュニア選抜ソ 天海・高野
フトテニス研修大会

埼玉県東部地区強化
大会　　　４月大会

女子団体Ｂ ８本 98/04/05

松岡・高橋　
太江田・岩崎
熊木・佐々木

【３７】 学校総合体育大会 女子団体 第２位 98/04/23

天海・高野　 １位：芝東　
今井・藤川　 ３位：芝　　
木村・塩田　 ３位：上青木
松岡・高橋 県大会出場③

【３８】 学校総合体育大会 女子個人 第２位 天海・高野 98/04/23 県大会出場Ⅳ

【３９】 学校総合体育大会 女子個人 第９位 今井・藤川 98/04/23 県大会出場Ⅳ

【４０】 学校総合体育大会 女子個人 第10位 木村・塩田 98/04/23 県大会出場Ⅳ

学校総合体育大会 女子個人 １２本 松岡・高橋 98/04/23

学校総合体育大会 女子個人 １２本 太江田・岩崎 98/04/23

県南選手権 女子個人 １６本 天海・高野 98/04/29

県南選手権 女子個人 ３２本 木村・塩田 98/04/29

ヨネックス杯 女子団体 ８本 98/05/05

天海・高野　 １位：芝東　
今井・藤川　 ２位：大栄　
木村・塩田　 ３位：日野二
松岡・高橋 ３位：有馬

【４１】 県学校総合体育大会 女子個人 第３位 天海・高野 98/05/20 関東大会出場

【４２】 女子団体Ａ 第２位 98/07/19
埼玉県東部地区強化
大会　　　７月大会

天海・高野　 １位：広島　
今井・高橋　 ３位：平野　
木村・塩田 ３位：大相模

【４３】 女子団体Ｂ 第１位 98/07/19
埼玉県東部地区強化
大会　　　７月大会

松岡・藤川　 ２位：芳賀　
太江田・岩崎 ３位：広島　
熊木・佐々木 ３位：鷲宮西

【４４】 市民選手権大会 女子団体 第２位 98/07/24

天海・高野　 １位：芝東　
今井・高橋　 ３位：戸塚西
木村・塩田　 ３位：上青木
松岡・藤川 県大会出場④

【４５】 市民選手権大会 女子個人 第２位 天海・高野 98/07/24

市民選手権大会 女子個人 ８本 今井・藤川 98/07/24

市民選手権大会 女子個人 １６本 木村・塩田 98/07/24

【４６】 関東中学校大会 女子個人 第３位 天海・高野 98/08/09 全国大会出場
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県民総合体育大会 女子団体 １６本 98/08/14

天海・高野　 １位：芝東　
今井・高橋　 ２位：広島　
木村・塩田　 ３位：児玉　
松岡・藤川 ３位：菖蒲

【４７】 全日本ジュニア 女子団体Ａﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ第４位 98/08/19
天海・高野　
今井・高橋　
松岡・藤川

全国中学校大会 女子個人 ３２本 天海・高野 98/08/22

【４８】 市民体育祭大会 女子団体 第３位 98/10/20

太江田・塩田 １位：芝東　
熊木・岩崎　 ２位：戸塚西
佐々木・早坂 ３位：上青木
安藤・菅原

埼玉県東部地区強化
大会　　１０月大会

女子団体 第４位 98/10/04
太江田・塩田 １位：大相模
熊木・岩崎　 ２位：広島　
佐々木・早坂 ３位：新田

【４９】 市民体育祭大会 女子個人 第３位 太江田・塩田 98/10/20 県大会出場Ⅴ

市民体育祭大会 女子個人 １６本 佐々木・早坂 98/10/20

川口市インドア大会 女子個人 ８本 太江田・塩田 99/01/15

川口市インドア大会 女子個人 １６本 佐々木・岩崎 99/01/15

川口市連盟杯 女子団体 ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 99/01/31
３位 　

  ２位

太江田・塩田
佐々木・岩崎
熊木・早坂　
安藤

【５０】 学校総合体育大会 女子団体 第３位 99/04/23

太江田・塩田 １位：芝東　
佐々木・岩崎 ２位：戸塚西
熊木・早坂　 ４位：川口西
安藤・菅原 県大会出場⑤

【５１】 学校総合体育大会 女子個人 第５位 太江田・塩田 99/04/23 県大会出場Ⅵ

【５２】 学校総合体育大会 女子個人 第７位 佐々木・岩崎 99/04/23 県大会出場Ⅵ

【５３】 市民選手権大会 女子団体 第３位 99/07/24

太江田・塩田 １位：芝東　
佐々木・岩崎 ２位：戸塚西
熊木・田村　 ４位：上青木
角田・早坂

市民選手権大会 女子個人 ８本 太江田・塩田 99/07/24

市民選手権大会 女子個人 ８本 佐々木・岩崎 99/07/24

【５４】 市民体育祭大会 女子団体 第３位 99/10/22
角田・田村　 １位：芝東　
安藤・早坂　 ２位：戸塚西
飯塚・菅原 ３位：上青木

市民体育祭大会 女子個人 第８位 角田・田村 99/10/22

【５５】 埼玉県郡市対抗戦 １年女子 第１位 99/12/25
(河原・工藤) ２位：杉戸　
(澤辺・中尾) ３位：
角田・田村 ３位：浦和

春日部・岩槻
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学校総合体育大会 女子団体 ８本 00/04/19

角田・田村　 １位：芝東　
飯塚・本間　 ２位：戸塚西
安藤・早坂　 ３位：幸並　
鈴木・加藤 ３位：上青木

学校総合体育大会 女子個人 １２本 角田・田村 00/04/25

【５６】 学校総合体育大会 女子下級生 第３位 清水・漆谷 00/04/19

県南大会 女子個人 ３２本 角田・田村 00/05/05

市民選手権大会 女子団体 ８本 00/07/27

角田・田村　 １位：芝東　
飯塚・本間　 ２位：戸塚西
安藤・早坂　 ３位：川口南
鈴木・加藤 ４位：戸塚

市民選手権大会 女子個人 １６本 飯塚・田村 00/07/27

全日本ジュニア 女子団体 ３２本 00/08/19

角田・田村　
飯塚・本間　
鈴木・加藤　
漆谷

県南新人大会 女子個人 ８本 角田・田村 00/08/30

【５７】 市民体育祭大会 女子団体 第３位 00/10/12

角田・田村　 １位：芝東　
飯塚・本間　 ２位：上青木
鈴木・加藤　 ３位：戸塚西
野中・漆谷

【５８】 市民体育祭大会 女子個人 第６位 角田・田村 00/10/12 県大会出場Ⅶ

市民体育祭大会 女子個人 １６本 飯塚・本間 00/10/12

市民体育祭大会 女子個人 １６本 鈴木・加藤 00/10/12

県新人体育大会 女子個人 ３２本 角田・田村 00/11/09

埼玉県東部地区強化
大会　　１２月大会

女子団体Ａ ８本 00/12/17
角田・田村　
飯塚・本間　
鈴木・加藤

埼玉県東部地区強化
大会　　１２月大会

女子団体Ｂ ８本 00/12/17
野中・漆谷　
清水・野口　
大野・安藤

埼玉県東部地区強化
大会　　１２月大会

女子団体Ｂ ３位 00/12/17
池田・珍田　
川守田・渡辺
西野・能登谷

川口市インドア大会 女子個人 ８本 角田・田村 01/01/08

川口市インドア大会 女子個人 １６本 飯塚・本間 01/01/08

川口市インドア大会 女子個人 １６本 鈴木・加藤 01/01/08

埼玉県東部地区強化
大会　　　１月大会

女子団体Ａ ８本 01/01/14
角田・田村　
飯塚・本間　
鈴木・加藤

【５９】 学校総合体育大会 女子団体 第３位 01/04/23

角田・田村　 １位：芝東　
飯塚・本間　 ２位：戸塚西
鈴木・漆谷　 ３位：上青木
清水・野中

【６０】 学校総合体育大会 女子個人 第６位 角田・田村 01/04/23 県大会出場Ⅷ

賞状Ｎｏ. 大会名 種目 結果 選手 年月日 備考



学校総合体育大会 女子個人 １２本 鈴木・漆谷 01/04/23

学校総合体育大会 女子個人 １６本 飯塚・本間 01/04/23

【６１】 市民選手権大会 女子団体 第３位 01/07/25

角田・田村　 １位：芝東　
飯塚・本間　 ２位：上青木
鈴木・石橋　 ４位：戸塚西
清水・野中 県大会出場⑥

【６２】 市民選手権大会 女子個人 第３位 角田・田村 01/07/25

市民選手権大会 女子個人 １６本 飯塚・本間 01/07/25

市民体育祭大会 女子団体 ８本 01/10/09

石橋・渡辺　 １位：芝東　
安藤・能登谷 ２位：上青木
川守田・前田 ３位：戸塚西
西野 ４位：幸並

【６３】 市民体育祭大会 女子下級生 第３位 茂木・小林 01/10/09

【６４】 市民体育祭大会 女子下級生 第３位 小室・酒井 01/10/09

【６５】 学校総合体育大会 女子下級生 第３位 横山加・高松 02/04/17

全日本ジュニア 02/08/18
女子団体Ａ Iﾌﾞﾛｯｸ
ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ 　２位

石橋・小林　
佐藤・酒井　
茂木・門沢

【６６】 市民体育祭大会 女子団体 第２位 02/10/9

佐藤・小林　 １位：芝東　
石橋・酒井　 ３位：戸塚　
茂木・門沢　 ３位：西
横山知・高松

【６７】 市民体育祭大会 女子個人 第５位 佐藤・小林 02/10/10 県大会出場Ⅸ

【６８】 市民体育祭大会 女子個人 第６位 石橋・高松 02/10/10 県大会出場Ⅸ

市民体育祭大会 女子個人 １６本 横山知・酒井 02/10/10

【６９】 市民体育祭大会 女子下級生 第３位 横田・栗田 02/10/13

市民体育祭大会 女子下級生 ８本 佐々木・久保 02/10/13

強化大会 女子個人 第３位 中村・白井 02/10/13

強化大会 女子個人 ８本 池田・前田 02/10/13

カワサキ杯 02/12/28
女子団体Ａ 佐藤・小林　
ｶﾜｻｷﾘｰｸﾞ 石橋・酒井　

つﾌﾞﾛｯｸ
　２位

茂木・門沢

カワサキ杯 02/12/28
女子団体Ｂ 横山知・高松
ﾃﾞﾌｨﾘｰｸﾞ 市ノ川・前田

ソﾌﾞﾛｯｸ
　２位

小室・白井

【７０】 カワサキ杯 02/12/28
女子団体Ｃ 池田・野口　
ｿﾌﾄﾃﾆｽﾘｰｸﾞ 中村・市川　

Ｈﾌﾞﾛｯｸ
　１位

古川

カワサキ杯 １６本 02/12/29
女子団体Ａ 佐藤・小林　
ｶﾜｻｷﾄｰﾅﾒﾝﾄ 石橋・酒井　

茂木・門沢

カワサキ杯 ３２本 02/12/29
女子団体Ｃ 池田・野口　
ｿﾌﾄﾃﾆｽﾄｰﾅﾒ 中村・市川　
ﾝﾄ 古川

賞状Ｎｏ. 大会名 種目 結果 選手 年月日 備考



川口市インドア大会 女子個人 ８本 市ノ川・門沢 03/01/13

川口市インドア大会 女子個人 １６本 横山知・高松 03/01/13

川口市連盟杯 女子団体 ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 03/02/02
３位 　

  １位

佐藤・小林　
茂木・酒井　
石橋・門沢　
横山知・高松
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