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賞状Ｎｏ. 大会名 種目 結果 選手 年月日 備考

【１】 学校総合体育大会 男子個人 ８位 茂垣・春山 07/06/22 県大会出場①

【２】 市民体育祭 男子団体 ３位 07/10/12

茂垣・春山 １位：榛松 
津久井・中村 ２位：北 
入江・岩片 ３位：芝東
中田

【３】 市民体育祭 男子個人 ３位 茂垣・春山 07/10/12 県大会出場②

【４】 市民体育祭 男子個人 ５位 津久井・中村 07/10/12 県大会出場②

【５】 市民体育祭 男子下級生 １位 関根・齋藤 07/10/11

【６】 鈴木淳美杯 男子団体 １位 07/12/22
茂垣・春山 ２位：榛松 
中村・岩片 ３位：栗橋東 
津久井・中田 ３位：広島

【７】 川口市インドア大会 男子個人 ３位 茂垣・春山 08/01/12

川口市インドア大会 男子個人 ８本 津久井・中村 08/01/12

川口市インドア大会 男子個人 １６本 入江・中田 08/01/12

【８】 川口市連盟杯 男子団体 ２位 08/02/10

茂垣・春山 1位:千葉選抜 
津久井・中村 3位:群馬選抜 
入江・岩片 3位:榛松
菅野・中田

【９】 埼玉県郡市対抗戦 男子２年 ２位 08/03/28
(酒井)･春山 1位:比企郡 
(春山･田口) 3位:所沢市 
(中嶋･小峰) 3位:北葛飾郡

【１０】 埼玉県郡市対抗戦 男子１年 ２位 08/03/28

茂垣・中村 1位:
津久井・中田 3位:
入江・岩片 3位:
(斉藤･高橋)

北足立北部 
さいたまＡ 
入間郡北部

【１１】 ダンロップカップ 男子団体 ３位 08/03/29

茂垣・春山 １位：川口北 
津久井・中村 ２位：芝東 
入江・岩片 ４位：川口西
菅野・中田

県南大会 男子個人 １６本 茂垣・春山 08/04/19

県南大会 男子個人 ３２本 津久井・中村 08/04/19

【１２】 川口連盟会長杯 中高男子個人 ３位 茂垣・春山 08/04/20

原市カップ 男子団体 ３位 08/04/29

茂垣・春山 １位：加納 
津久井・中村 ２位：広島 
入江・岩片 ３位：栗橋東
中田

【１３】 学校総合体育大会 男子団体 ２位 08/06/18

茂垣・春山 １位：榛松 
津久井・中村 ３位：川口北 
入江・岩片 ３位：川口西 
関根・齋藤 県大会出場Ⅰ

【１４】 学校総合体育大会 男子個人 ３位 茂垣・春山 08/06/18 県大会出場③

【１５】 学校総合体育大会 男子個人 ７位 入江・岩片 08/06/18 県大会出場③

学校総合体育大会 男子個人 １２本 津久井・中村 08/06/18

県学校総合体育大会 男子個人 ３２本 入江・岩片 08/07/24

県学校総合体育大会 男子個人 １２本 茂垣・春山 08/07/26

【１６】 県学校総合体育大会 男子団体 ２位 08/07/28

茂垣・春山 １位:東松山南 
津久井・中村 ３位：榛松 
入江・岩片 ３位：小川東 
関根・中田 関東大会出場



【１７】 関東大会 男子団体 ３位 08/08/09

茂垣・春山 １位：横芝 
津久井・中村 ２位：榛松 
入江・岩片 ３位：安中二
関根・中田

東松山カップ 男子団体 ８本 08/08/19

茂垣・中村 
津久井・岩片 
入江・中田 
関根・齋藤

県南新人大会 男子個人 ８本 茂垣・中村 08/08/23

県南新人大会 男子個人 １６本 津久井・岩片 08/08/23

川口市プレ新人大会 男子個人 １位 茂垣・中村 08/08/27

川口市プレ新人大会 男子個人 ２位 津久井・岩片 08/08/27

川口市プレ新人大会 男子個人 ８本 入江・中田 08/08/27

【１８】 大宮カップ 男子団体 ２位 08/08/31

津久井・中村 １位：松山 
入江・岩片 ３位：尾間木 
関根・中田 ３位：南浦和
鍬田・菅原

【１９】 市民体育祭 男子下級生 ２位 眞野・栗原 08/10/09

【２０】 市民体育祭 男子団体 １位 08/10/10

茂垣・中村 ２位：戸塚 
津久井・岩片 ３位:北 
入江・中田 ４位:榛松 
関根・齋藤 県大会出場Ⅱ

【２１】 市民体育祭 男子個人 ２位 茂垣・中村 08/10/10 県大会出場④

【２２】 市民体育祭 男子個人 ３位 津久井・岩片 08/10/10 県大会出場④

【２３】 市民体育祭 男子個人 ６位 入江・中田 08/10/10 県大会出場④

市民体育祭 男子個人 １２本 関根・齋藤 08/10/10

【２４】 県新人大会 男子個人 ３位 茂垣・中村 08/11/05

県新人大会 男子個人 ３２本 津久井・岩片 08/11/05

川口市強化大会 男子団体 ３位 08/11/09

入江・齋藤 １位：戸塚 
関根・鍬田 ２位：川口西 
安斎・豊田 ３位：川口東
柴田・大木

【２５】 県新人大会 男子団体 １位 08/11/13

茂垣・中村 ２位：広島 
津久井・岩片 ３位：尾間木 
入江・鍬田 ３位：本庄西
関根・齋藤

【２６】 蓮田カップ 男子団体 ３位 08/11/22

茂垣・中村 １位：杉戸 
津久井・岩片 ２位:東松山南 
入江・齋藤 ３位：広島
関根・豊田

【２７】 鈴木淳美杯 男子団体 １位 08/12/23

茂垣・中村 ２位：広島 
津久井・岩片 ３位：多々良 
入江・齋藤 ３位：多賀
関根・大木

【２８】 細田スポーツ杯 男子団体 ３位 08/12/25

茂垣・中村 １位：桶川西 
津久井・岩片 ２位：志木二 
入江・齋藤 ３位：秩父一
関根・豊田

【２９】 カワサキ杯 ソフトリーグ 08/12/28
｢Ａ｣ブロ
ック１位

柴田・石野 
三浦・栗原 
眞野・浜名

【３０】 カワサキ杯 ３位 08/12/29
ソフトトーナ
メント

柴田・石野 
三浦・栗原 
眞野・浜名
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【３１】 吉田久人杯 男子団体 ２位 09/01/06

茂垣・中村 1位:千葉選抜 
津久井・岩片 3位:見前 
入江・齋藤 3位:清明学園
関根・豊田

【３２】 川口市インドア大会 男子個人 １位 茂垣・中村 09/01/10

【３３】 川口市インドア大会 男子個人 ３位 津久井・岩片 09/01/10

浦和カップ 男子団体 ８本 09/01/18

津久井・岩片 
入江・齋藤 
関根・柴田 
栗原・浜名

【３４】 東日本ミズノカップ 男子団体 ２位 09/01/31

茂垣・中村 1位:鶴岡第一 
津久井・岩片 3位:広島 
入江・齋藤 3位:中尾
関根・栗原

川口市連盟杯 男子団体 ６本 09/02/01

茂垣・中村 1位:千葉選抜 
津久井・岩片 2位:広島 
入江・齋藤 3位:深沢 
関根・栗原 3位:鶴岡第一

【３５】 芳賀ひばりカップ 男子団体 ２位 09/02/15

茂垣・中村 １位：両郷 
津久井・岩片 ３位：西郷一 
入江・中田 ３位：多々良
関根・栗原

鶴ヶ島杯 男子個人 ８本 茂垣・中村 09/03/07

鶴ヶ島杯 男子個人 １６本 入江・中田 09/03/07

【３６】 坂戸市長杯 男子団体 １位 09/03/08
茂垣・中村 ２位：松山 
津久井・岩片 ３位：広島 
入江・中田 ３位：本庄南

川口市強化大会 男子団体 ２位 09/03/08

関根・齋藤 １位：戸塚 
栗原・大木 ３位：北 
安斎・豊田 ３位：上青木
三浦・浜名

【３７】 細田スポーツ杯 男子団体 ２位 09/03/21
茂垣・中村 １位：松山 
津久井・中田 ３位：蓮田 
入江・栗原 ３位：広島

【３８】 埼玉県郡市対抗戦 ２年男子 ２位 09/03/27
津久井・岩片 １位：埼葛 
入江・中田 ３位： 
(細田・高橋) ３位：

【３９】 越谷カップ 男子団体 予選１位 09/03/28
津久井・岩片 
入江・中田 
関根・栗原

【４０】 下妻市長旗争奪大会 男子団体 １位 09/04/12

茂垣・中村 ２位：広島 
津久井・岩片 ３位：石下西 
入江・中田 ３位：尾間木
関根・柴田

県南大会 男子個人 ８本 茂垣・中村 09/04/19

県南大会 男子個人 １６本 津久井・岩片 09/04/19

県南大会 男子個人 ３２本 入江・中田 09/04/19

【４１】 学校総合体育大会 男子団体 １位 09/06/18

茂垣・中村 ２位：榛松 
津久井・岩片 ３位：戸塚 
入江・中田 ４位：北 
関根・栗原 県大会出場Ⅲ

【４２】 学校総合体育大会 男子個人 ２位 茂垣・中村 09/06/18 県大会出場⑤

【４３】 学校総合体育大会 男子個人 ３位 津久井・岩片 09/06/18 県大会出場⑤

【４４】 学校総合体育大会 男子個人 ７位 入江・中田 09/06/18 県大会出場⑤
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学校総合体育大会 男子個人 １６本 関根・齋藤 09/06/18

県学校総合体育大会 男子団体 ６本 09/07/25

茂垣・中村 １位：杉戸 
津久井・岩片 ２位：榛松 
入江・中田 ３位：鷲宮東 
関根・栗原 ４位：志木二

県学校総合体育大会 男子個人 １２本 茂垣・中村 09/07/27

県学校総合体育大会 男子個人 ３２本 津久井・岩片 09/07/22

大宮カップ 男子団体 ８本 09/08/23

眞野・浜名 
栗原・平出 
三浦・石見 
小久保・加藤

県南新人大会 男子個人 ３２本 眞野・浜名 09/08/25

県南新人大会 男子個人 ３２本 三浦・石見 09/08/25

鴻巣研修大会 男子団体 ８本 09/08/26
眞野・浜名 
栗原・平出 
三浦・石見

市民体育祭 男子団体 ８本 09/10/13

眞野・浜名 １位：榛松 
栗原・平出 ２位：芝東 
三浦・石見 ３位：北 
加藤・小久保 ３位：東

市民体育祭 男子個人 ７位 栗原・浜名 09/10/14

川口市強化大会 男子団体 ８本 09/11/08

眞野・浜名 
三浦・平出 
石見・細野 
新井

インドア大会 男子個人 ８本 三浦・浜名 10/01/09

ダンロップカップ 男子団体 ８本 10/03/29

眞野・浜名 １位：芝東 
加藤・石見 ２位：北 
小久保・平出 ３位：戸塚 

４位：東

上尾南交流大会 男子団体 ２位 10/05/04
三浦・浜名 １位：本庄西 
眞野・石見 ３位：原市 
小久保・平出 ４位：南浦和

川口市強化大会 男子団体 ２位 10/05/15

三浦・浜名 １位：北 
眞野・石見 ３位：幸並 
加藤・平出 ３位：仲町
赤川・黒澤

学校総合体育大会 男子団体 ８本 10/06/18

三浦・浜名 １位：芝東 
眞野・平出 ２位：榛松 
赤川・黒澤 ３位：北 
加藤・小久保 ４位：東

【４５】 学校総合体育大会 男子下級生 ３位 本庄・新井 10/06/18

【４６】 学校総合体育大会 男子個人 ７位 三浦・浜名 10/06/22 県大会出場⑥

県学校総合体育大会 男子個人 ３２本 三浦・浜名 10/07/22

川口市強化大会 男子団体 ３位 10/07/29

赤川・中田 １位：領家 
伊藤・黒澤 ２位：南Ａ 
本庄・新井 ３位：仲町
志重育・鈴木

市民体育祭 男子団体 ８本 10/10/07

赤川・中田 １位：榛松 
本庄・黒澤 ２位：芝東 
細野・新井 ３位：北 
志重育・奥山 ３位：仲町

【４７】 市民体育祭 男子下級生 １位 伊藤・鈴木 10/10/07

市民体育祭 男子個人 １２本 赤川・中田 10/10/08
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市民体育祭 男子個人 １２本 本庄・黒澤 10/10/08

川口市強化大会 男子団体 １位 10/11/13

赤川・中田 ２位：領家 
本庄・黒澤 ３位：仲町 
伊藤・鈴木 ３位：川口北
新井

鴻巣研修大会 男子団体 ３位 10/11/14
赤川・中田 １位：蓮田 
本庄・黒澤 ２位：桶川西 
伊藤・鈴木 ３位：鴻巣北

川口市インドア大会 男子個人 ８本 赤川・中田 11/01/08

川口市インドア大会 男子個人 １６本 本庄・黒澤 11/01/08

【４８】 ダンロップカップ 男子団体 ３位 11/05/08

赤川・中田 １位：芝東 
本庄・黒澤 ２位：領家 
伊藤・鈴木 ４位：元郷
加藤・新井

【４９】 市学校総合体育大会 男子下級生 ３位 加藤・郡司 11/06/18

【５０】 市学校総合体育大会 男子団体 ３位 11/06/20

赤川・中田 １位：榛松 
本庄・黒澤 ２位：芝東 
伊藤・鈴木 ３位：領家 
細野・新井

【５１】 市学校総合体育大会 男子個人 ９位 11/06/20赤川・中田 県大会出場⑦

市学校総合体育大会 男子個人 １６本 本庄・黒澤 11/06/20

ダンロップカップ全国 ３位ﾄｰﾅﾒ
交流大会 ﾝﾄ優勝

男子団体 11/06/19

赤川・中田 
本庄・黒澤 
伊藤・鈴木 
加藤・新井

【５２】 川口市強化大会 男子団体 １位 11/07/29

赤川・中田 ２位：芝東 
加藤航・黒澤 ３位：南Ａ 
永盛・鈴木亮 ３位：幸並
黒崎・郡司

【５３】 鴻巣研修大会 男子団体 ２位 11/08/04

赤川・中田 １位：松山 
加藤航・黒澤 ３位：栄 
伊藤・鈴木 ３位：鴻巣
永盛・郡司

【５４】 県選抜中学生新人大会 男子個人 ３位 赤川・中田 11/08/17

県選抜中学生新人大会 男子個人 ３２本 加藤航・黒澤 11/08/17

川口市プレ新人大会 男子個人 １位 赤川・中田 11/08/18

川口市プレ新人大会 男子個人 ９位 加藤航・黒澤 11/08/18

川口市プレ新人大会 男子個人 １１位 伊藤・鈴木亮 11/08/18

大宮カップ 男子団体 ８本 11/08/27

赤川・中田 
加藤航・黒澤 
伊藤・鈴木 
永盛・郡司

サンワカップ 男子団体 ８本 11/08/29

赤川・中田 
加藤航・黒澤 
伊藤・鈴木 
永盛・郡司

【５５】 市民体育祭 男子団体 ２位 11/10/09

赤川･中田 １位：榛松 
加藤航･黒澤 ３位：南 
伊藤･鈴木亮 ３位：幸並 
田淵・郡司 県大会出場Ⅳ

【５６】 市民体育祭 男子個人 ５位 赤川・中田 11/10/09 県大会出場⑧

【５７】 市民体育祭 男子個人 １０位 加藤航・黒澤 11/10/09 県大会出場⑧

市民体育祭 男子個人 １６本 伊藤・鈴木亮 11/10/09

賞状Ｎｏ. 大会名 種目 結果 選手 年月日 備考



県新人兼県民総合大会 男子個人 １６本 赤川・中田 11/11/06

県新人兼県民総合大会 男子個人 ３２本 加藤航・黒澤 11/11/06

県新人兼県民総合大会 男子団体 ８本 11/11/08

赤川・中田 １位：杉戸 
加藤航・黒澤 ２位：芝 
伊藤・鈴木 ３位：松山 
田淵・郡司 ３位：上尾南

【５８】 第9回鴻巣研修大会 男子団体 １位 11/11/13

赤川・中田 ２位：菁莪 
加藤航・黒澤 ３位：赤堀 
伊藤・鈴木亮 ３位：松山
田淵・郡司

第7回アップル杯争奪大会男子団体 １位 11/12/23
赤川・中田 ２位：領家 
加藤航・黒澤 ３位：箕郷 
伊藤・鈴木亮 ３位：鶴巻

第7回細田スポーツ杯 男子団体 ８本 11/12/25
赤川・中田 
加藤航・黒澤 
伊藤・鈴木亮

【５９】 第2回冬季研修大会 男子個人 ２位 赤川・中田 11/12/26

カワサキ杯 ３２本 11/12/29
カワサキトー
ナメント

赤川・中田 
加藤航・黒澤 
伊藤・鈴木亮

【６０】 男子個人 ３位 赤川・中田 12/01/07第30回川口市インドア大会

第30回川口市インドア大会 男子個人 ８本 加藤航・黒澤 12/01/07

第30回川口市インドア大会 男子個人 １６本 伊藤・鈴木亮 12/01/07

【６１】 第16回ＭＯ杯 男子団体 ３位 12/02/04
赤川・中田 １位：児玉 
加藤航・黒澤 ２位：松山 
田淵・郡司 ４位：上尾南

【６２】 2年男子団体 ２位 12/03/11第13回郡市対抗学年別大会
赤川・中田 1位:  
(阪・原口) 3位:北埼玉郡 
(金子・土村) 3位:比企郡

北足立北部

【６３】 男子個人 ３位 赤川・中田 12/03/18第22回鶴ヶ島市アスリート杯

【６４】 第9回鴻巣カップ 男子団体 ３位 12/03/27
赤川・中田 １位：松山 
加藤航・黒澤 ２位：蓮田 
伊藤・鈴木亮 ３位：小川東

【６５】 第11回鴻巣研修大会 男子団体 １位 12/03/29

赤川・中田 ２位：桶川西 
加藤航・黒澤 ３位：芝東 
伊藤・鈴木亮 ３位：松山
郡司

【６６】 第1回吉田杯 男子団体 ２位 12/04/02
赤川・中田 １位：稲田 
加藤航・黒澤 ３位：立川三 
伊藤・鈴木亮 ３位：神田

県南大会 男子個人 ８本 赤川・中田 12/04/21

県南大会 男子個人 ３２本 加藤航・黒澤 12/04/21

【６７】 第8回ダンロップカップ 男子団体 １位 12/04/28

赤川・中田 ２位：川口南 
加藤航・黒澤 ３位：芝東 
伊藤・鈴木亮 ３位：西
田淵・郡司

【６８】 第1回スプリングマッチ 男子団体 1位 12/05/12
赤川・中田 ２位：芝東Ａ 
加藤航・黒澤 ３位：三室 
伊藤・鈴木亮 ３位：川口北

第21回戸塚西チャレンジマッチ 男子団体 １位 12/05/27
赤川･中田 ２位：与野南 
加藤航･黒澤 ３位：鴻巣 
伊藤･鈴木亮 ３位：蓮田

賞状Ｎｏ. 大会名 種目 結果 選手 年月日 備考



【６９】 市学校総合体育大会 男子団体 ２位 12/06/23

赤川・中田 １位：芝 
加藤航・黒澤 ３位：芝東 
伊藤・鈴木亮 ３位：南 
田淵・郡司 県大会出場Ⅴ

【７０】 市学校総合体育大会 男子個人 ２位 赤川・中田 12/06/23 県大会出場⑨

【７１】 市学校総合体育大会 男子個人 ９位 加藤航・黒澤 12/06/23 県大会出場⑨

市学校総合体育大会 男子個人 １６本 伊藤・鈴木亮 12/06/23

【７２】 第８回細田スポーツ杯 男子団体 ３位 12/07/16
赤川・中田 １位：鴻巣北 
加藤航・黒澤 ２位：三和 
伊藤・鈴木亮 ３位：菁莪

県学校総合体育大会 男子個人 １６本 赤川・中田 12/07/24

県学校総合体育大会 男子団体 ６本 12/07/25

赤川・中田 １位：杉戸 
加藤航・黒澤 ２位：芝 
伊藤・鈴木亮 ３位：鴻巣北 
田淵・郡司 ３位：松山

第12回鴻巣研修大会 男子団体 ８本 12/08/23

鈴木颯・斎藤 １位：芝東 
加藤・藤田 ２位：藤 
杉山・榎本 ３位：小川東 
田原・木場 ３位：蓮田

第3回夏季研修大会 男子個人 ８本 鈴木颯・斎藤 12/08/29

【７３】 市民体育祭 男子下級生 ３位 松隈・岡部颯 12/10/06

オータムマッチ 男子個人 ８本 加藤・藤田 12/12/09

第23回戸塚西チャレンジマッチ 男子団体 ２位 13/03/20

鈴木颯・斎藤 １位：里Ａ 
加藤・藤田 ３位：箕郷 
杉山・木場 ３位：蓮田
田原・榎本

【７３】 学校総合体育大会 男子下級生 ３位 福地・岡部颯 13/06/19

第1回熊谷なおざね杯 男子団体 ８本 13/08/30
福地・岡部颯 
井上・鈴木 
越川・田中

第26回戸塚西チャレンジマッチ 男子団体 ８本 13/09/07
福地・岡部颯 
井上・鈴木 
越川・田中

市民体育祭 男子団体 ８本 13/10/04

福地・岡部颯 １位：芝 
井上・鈴木 ２位：西 
越川・田中 ３位：芝東 
岡部亮・佐々木 ３位：東

【７４】 市民体育祭 男子下級生 ３位 白鳥・渡邉 13/10/04

オータムマッチ 男子個人 ８本 福地・岡部颯 13/11/03

川口市連盟杯 男子団体 14/01/26
3位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 

優勝

福地・岡部颯 １位:千葉選抜 
越川・田中 ２位:芝 
井上・鈴木 ３位:川口西 
岡部亮 ３位:境第一

ダンロップカップ 男子団体 ８本 14/03/22

福地・鈴木 １位：川口西 
越川・田中 ２位：上青木 
井上・岡部亮 ３位：安行 

３位：幸並

賞状Ｎｏ. 大会名 種目 結果 選手 年月日 備考


