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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 女子団体 ８本 03/05/06

高橋・矢島　 １位：芝東　
栗林・清永　 ２位：戸塚　
堀添・斉藤　 ３位：西　　
高田・渡辺 ３位：安行東

【１】 学校総合体育大会 女子個人 ７位 高橋・矢島 03/05/09 県大会出場①

【２】 郡市対抗戦 ２位 03/12/21
１年女子団
体

伊藤・松本　 １位：杉戸　
(酒井・三枝) ３位：
(花野・小柳) ３位：

入間東部
熊谷寄居

川口市インドア大会 女子個人 １６本 伊藤・松本 04/01/12

学校総合体育大会 女子個人 ８位 伊藤・安部 04/05/24

全日本ジュニア ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ ﾌﾞﾛｯｸ 豊田・松本　 04/08/18
予選Ｈ 伊藤・安部　

３位 齋藤・東

全日本ジュニア １年生 ﾌﾞﾛｯｸ 向田・加藤　 04/08/18
予選ウ 葛田・吉田　

２位 渡辺・春川

【３】 県南新人大会 女子個人 優勝 伊藤・安部 04/08/25

【４】 市民体育祭大会 女子団体 ３位 04/10/07

伊藤・安部　 １位：芝東　
豊田・松本　 ２位：戸塚西
稲嶺・東　　 ４位：西
齋藤・山野

【５】 市民体育祭大会 女子個人 ６位 伊藤・安部 04/10/07 県大会出場②

【６】 カワサキ杯 ｿﾌﾄﾃﾆｽ ﾌﾞﾛｯｸ 葛田・加藤　 04/12/28
予選Ｊ 向田・吉田　

１位 川島・上地

川口市インドア大会 女子個人 ８本 伊藤・安部 05/01/10

【７】 ダンロップカップ 女子団体 ３位 05/03/26

伊藤・富岡　 １位：芝東　
豊田・安部　 ２位：戸塚西
稲嶺・東　　 ３位：西
齋藤・松本

【８】 郡市対抗戦 １位 05/03/27
２年女子団
体

伊藤・安部　 ２位：埼葛２
(酒井・三枝) ３位：
(花野・小柳) ３位：大里２

さいたま１

県南選手権大会 女子個人 ８本 伊藤・安部 05/04/24

【９】 学校総合体育大会 女子団体 ３位 05/06/20

伊藤・安部　 １位：芝東　
豊田・富岡　 ２位：戸塚西
稲嶺・東　　 ４位：仲町　
尾形・松本 県大会出場Ⅰ

【１０】 学校総合体育大会 女子下級生 ３位 葛田・吉田 05/06/20

学校総合体育大会 女子下級生 ８本 川島・上地 05/06/20

【１１】 学校総合体育大会 女子個人 ５位 伊藤・安部 05/06/24 県大会出場③



川口市強化大会 女子団体 ２位 05/07/31

葛田・吉田　 １位：戸塚西
向田・加藤　 ３位：南　　
川島・上地　 ３位：在家
松本・田中

全日本ジュニア １年生 05/08/18
予選ﾌﾞﾛ
ｯｸ２位

新妻・田中　
松本・糸井　
齋藤・飯塚

全日本ジュニア １年生 ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 松本・糸井　 05/08/19
１年生 新妻・田中　

８本 齋藤・飯塚

市民体育祭大会 女子団体 ８本 05/10/13

葛田・吉田　 １位：芝東　
向田・加藤　 ２位：戸塚西
川島・上地　 ３位：在家　
新妻・田中 ４位：幸並

市民体育祭大会 女子個人 １６本 葛田・吉田 05/10/18

【１２】 市民体育祭大会 女子下級生 ２位 松本・糸井 05/10/13

市民体育祭大会 女子下級生 ８本 島崎・飯塚 05/10/13

カワサキ杯 デフィ  ﾌﾞﾛｯｸ 神白・飯塚　 05/12/28
予選｢ｾ｣ 向田・上地　

３位 新妻・齋藤

川口市インドア大会 女子個人 １６本 葛田・吉田 06/01/10

川口市インドア大会 女子個人 １６本 松本・田中 06/01/10

学校総合体育大会 女子下級生 ８本 島崎・飯塚 06/06/20

学校総合体育大会 女子個人 １６本 川島・加藤 06/06/23

県南新人大会 女子個人 ３２本 新妻・田中 06/08/24

市民体育祭大会 女子団体 ８本 06/10/13

松本・田中　 １位：芝東　
新妻・糸井　 ２位：戸塚西
槙・飯塚　　 ３位：在家　
島崎・齋藤 ４位：安行東

【１３】 市民体育祭大会 女子下級生 ２位 向田・佐藤 06/10/11

市民体育祭大会 女子個人 ８位 松本・田中 06/10/13

市民体育祭大会 女子個人 １６本 新妻・糸井 06/10/13

川口市インドア大会 女子個人 ８本 松本・田中 07/01/13

川口市インドア大会 女子個人 ８本 槙・飯塚 07/01/13

川口市強化大会 女子団体 ３位 07/02/17
松本・田中　 １位：在家　
新妻・糸井　 ２位：南　　
槙・飯塚 ３位：芝園

【１４】 ダンロップカップ 女子団体 ３位 07/03/28

松本・田中　 １位：芝東　
新妻・糸井　 ２位：在家　
槙・飯塚　　 ４位：戸塚
向田・齋藤

賞状Ｎｏ. 大会名 種目 結果 選手 年月日 備考


