
川口西中・女子ソフトテニス部の活躍
２０１４．４～

賞状Ｎｏ. 大会名 種目 結果 選手 年月日 備考

第3回ひまわり杯 女子団体 ８位 14/04/20

伊藤・古川 １位：新田 
加茂・山本 ２位：笹目 
武藤・安達 ３位：里 

３位：大宮西

スプリングマッチ 女子団体 ８本 14/05/10

伊藤・古川 １位：仲町 
加茂・山本 ２位：志木二 
武藤・安達 ３位：戸塚 

３位：上青木

市学校総合体育大会 女子団体 ８本 14/06/16

伊藤・古川 １位：戸塚 
加茂・山本 ２位：芝東 
武藤・安達 ３位：仲町 
野口・竹内 ３位：戸塚西

【１】 市学校総合体育大会 女子下級生 ３位 新井・浅沼 14/06/16

【２】 市民体育祭(一般) 中高生の部 ３位 伊藤・浅沼 14/07/21

【３】 サマーマッチ 女子団体 ３位 14/08/05

伊藤・浅沼 １位：芝東 
新井・林 ２位：戸塚西 
長井・竹内 ３位：上尾西
川瀬

川口市プレ新人大会 女子個人 １２本 伊藤・浅沼 14/08/17

市民体育祭 女子団体 ８本 14/10/03

伊藤・浅沼 １位：戸塚 
長井・林 ２位：芝東 
新井・竹内 ３位：戸塚西 
川瀬・野口 ３位：上青木

市民体育祭 女子個人 ３２本 伊藤・浅沼 14/10/08

市民体育祭 女子下級生 ８本 服部・納谷 14/10/03

市民体育祭 女子下級生 ８本 三澤・三堀真 14/10/03

佐藤杯争奪大会(一般) 女子個人 ８本 長井・林 14/11/09

オータムマッチ 女子個人 ８本 伊藤・浅沼 14/11/16

オータムマッチ 女子個人 １６本 長井・林 14/11/16

鴻巣研修大会 女子団体 ８本 14/12/13

伊藤・浅沼 １位:東松山南 
長井・林 ２位：騎西 
新井・野口 ３位：鴻巣北 
川瀬・竹内 ３位：鴻巣Ｂ

川口市インドア大会 女子個人 １６本 伊藤・浅沼 15/01/10

第3回川口西 女子団体 ３位 15/04/29チャレンジマッチ
伊藤・浅沼 １位：黒浜 
長井・林 ２位：花栗 
川瀬・野口 ３位：笹目

吉見皐月杯争奪大会 女子団体 ８本 15/05/09
伊藤・浅沼 
長井・林 
川瀬・野口

市学校総合体育大会 女子団体 ８本 15/06/16

伊藤・浅沼 １位：戸塚 
長井・林 ２位：芝東 
川瀬・野口 ３位：安行 
新井・竹内 ３位：幸並

市学校総合体育大会 女子個人 ３２本 伊藤・浅沼 15/06/18

市学校総合体育大会 女子下級生 ８本 服部・三堀真 15/06/16

川口市プレ新人大会 女子個人 ８本 市村・矢部 15/08/12

第4回川口西ﾁｬﾚﾝｼﾞﾏｯﾁ 女子団体 ２位 15/09/06
服部・三堀真 １位：橘 
市村・矢部 ３位：大宮西 
中田紗・納谷 ３位：鳩ヶ谷



市民体育祭 女子団体 １２本 15/10/01

服部・三堀真 １位：芝東 
市村・矢部 ２位：戸塚 
中田紗・納谷 ３位：鳩ヶ谷 
西村・名古屋 ３位：戸塚西

【４】 市民体育祭 女子下級生 ３位 長谷川・尾花 15/10/01

市民体育祭 女子個人 ３２本 中田紗・納谷 15/10/03

カワサキルーセント旗 ２位 15/12/28
カワサキ｢す｣
リーグ

服部・納谷 
市村・矢部 
中田紗・三堀真

カワサキルーセント旗 ３位 15/12/28
デフィ｢コ｣リ
ーグ

西村・名古屋 
長谷川・尾花 
石橋・中田彩

カワサキルーセント旗 ２位 15/12/28
ルーセント｢
Ｇ｣リーグ

浅野・湯之上 
大森・荒木 
石井・中濃

鴻巣研修大会 女子団体 ８本 16/02/13

市村・納谷 １位：小針 
西村・尾花 ２位：騎西 
中田紗・阿部 ３位：鴻巣北 
長谷川 ３位：蓮田

第5回川口西ﾁｬﾚﾝｼﾞﾏｯﾁ 女子団体 ２位 16/03/06
服部・納谷 １位：上青木 
市村・矢部 ３位：川口北 
中田紗・三堀真 ４位：喜沢

スリクソンカップ 女子団体 ８本 16/03/26

服部・納谷 １位：戸塚 
市村・矢部 ２位：戸塚西 
中田紗・三堀真 ３位：鳩ヶ谷 

３位：芝東
学校総合体育大会 女子下級生 ８本 長谷川・阿部 16/06/22

学校総合体育大会 女子個人 ２０本 服部・尾花 16/06/24

学校総合体育大会 女子個人 ３２本 中田紗・矢部 16/06/24

夏季鴻巣研修大会 女子団体 ８本 16/07/17

石橋・尾花 １位：黒浜 
横田・阿部 ２位：桶川 
浅野・中田彩 ３位：吹上北 
西脇 ３位：小針

【５】 サマーマッチ 女子団体 ３位 16/07/31

石橋・尾花 １位：芝東 
中田・阿部 ２位：戸塚西 
長谷川・荒木 ３位：元郷
横田

【６】 夏季研修大会 女子団体 ３位 16/08/01
石橋・尾花 １位：城北 
中田・阿部 ２位：光陽 
長谷川・荒木 ３位：黒浜

第２回夏季鴻巣研修大会女子団体 ８本 16/08/07

石橋・尾花 １位：桶川 
中田・阿部 １位：桜 
長谷川・荒木 ３位：原市 

３位：北本西
川口市プレ新人大会 女子個人 ８本 中田・阿部 16/08/21

【７】 秋季研修大会 女子団体 ３部１位 16/09/04
松本・池田・荒 
白石・髙橋 
田中・西村

【８】 川口市民体育祭 女子団体 ３位 16/09/29

石橋・尾花 １位：芝東 
中田・阿部 ２位：戸塚西 
長谷川・荒木 ３位：戸塚 
横田・中濃 県大会出場Ⅰ

【９】 川口市民体育祭 女子下級生 ３位 田中・西村 16/09/29

川口市民体育祭 女子個人 １６本 石橋・尾花 16/10/01
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川口市民体育祭 女子個人 ３２本 中田・阿部 16/10/01

川口市民体育祭 女子個人 ３２本 長谷川・荒木 16/10/01

第8回川口西ﾁｬﾚﾝｼﾞﾏｯﾁ 女子団体 ２位 16/10/30
石橋・尾花 １位：明光 
中田・阿部 ３位：黒浜
長谷川・荒木

第8回川口西ﾁｬﾚﾝｼﾞﾏｯﾁ 女子団体 ３位 16/10/30

横田・中濃 
浅野・西脇 
斉藤・横山 
石井

【１０】 カワサキ･ルーセント旗 １位 16/12/28
ルーセント｢
Ｆ｣リーグ

斉藤・横山 
石井・上野 
伊藤・湯之上 
池田

【１１】 カワサキ･ルーセント旗 ﾙｰｾﾝﾄﾄｰﾅﾒﾝﾄ ３位 16/12/29

斉藤・横山 
石井・上野 
伊藤・湯之上 
池田

川口市インドア大会 女子個人 １６本 中田・尾花 17/01/07

【１２】 ウインターマッチ 女子団体 ３位 17/02/11
中田・尾花 １位：芝東 
石橋・阿部 ２位：里 
長谷川・荒木 ３位：北

蓮田庄山杯 女子団体 ８本 17/03/19
中田・尾花 
石橋・阿部 
長谷川・荒木

鴻巣研修大会 女子団体 ８本 17/03/20
中田・尾花 
横田・西脇 
斉藤・横山

スリクソンカップ 女子団体 ８本 17/03/25
中田・尾花 
石橋・阿部 
長谷川・荒木

【１３】 文教大学杯 女子団体 ３位 17/03/25

横田・西脇 
斉藤・尾鼻 
伊藤・湯之上 
浅野

【１４】 文教大学杯 女子個人 １位 上野・石井 17/03/25

【１５】 文教大学杯 女子個人 ２位 松本・荒 17/03/25

【１６】 春季研修大会 １位 17/04/01
女子団体ＢＣ
の部

横田・西脇 
斉藤・横山 
浅野・尾鼻 
大森・中濃

第10回川口西ﾁｬﾚﾝｼﾞﾏｯﾁ 女子団体 ２位 17/05/14

横田・荒木 １位：両新田 
斉藤・尾鼻 ３位：西中原
浅野・横山 
大森・中濃

第10回川口西ﾁｬﾚﾝｼﾞﾏｯﾁ 女子団体 ３位 17/05/14
中田・尾花 
石橋・阿部 
長谷川・西脇

【１７】 熊谷研修大会 女子団体 ２位 17/06/17
中田・尾花 １位：花園Ａ 
石橋・阿部 ３位：大石Ａ 
長谷川・荒木 ３位：花園Ｂ

熊谷研修大会 女子団体 ８本 17/06/17
斉藤・尾鼻 
横田・西脇 
浅野・横山
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【１８】 市学校総合体育大会 女子団体 ３位 17/06/22

中田・尾花 １位：芝東 
石橋・阿部 ２位：戸塚 
長谷川・荒木 ３位：戸塚西
斉藤・西脇

市学校総合体育大会 女子個人 ３２本 浅野・横山 17/06/24

【１９】 市民体育祭 女子団体 ３位 17/09/30
白石・西村 １位：芝東 
山元・相馬 ２位：戸塚 
田中・髙橋日 ３位：幸並

【２０】 市民体育祭 女子下級生 １位 渡部・本間 17/09/30

市民体育祭 女子個人 １６本 白石・西村 17/10/04

市民体育祭 女子個人 ３２本 田中・髙橋 17/10/04

ウインターマッチ 女子団体 ８本 18/01/13

白石・西村 １位：戸塚 
山元・相馬 ２位：安行東 
渡部・本間 ３位：幸並 

３位：元郷
川口市インドア大会 女子個人 １６本 白石・西村 18/01/21

【２１】 文教大学杯 女子団体 ２位 18/03/24
白石・西村 １位：古河一 
山元・相馬 ３位：戸塚西 
田中・髙橋日 ３位：六月

第2回多摩チャレンジマッチ 女子団体 ３位 18/06/02
白石・西村 １位：国府 
山元・相馬 ２位：原市 
田中・髙橋日 ３位：平楽

学校総合体育大会 女子下級生 ８本 寺坂・山野 18/06/22

学校総合体育大会 女子下級生 ８本 太田・吉馴 18/06/22

学校総合体育大会 女子個人 ３２本 山元・相馬 18/06/25

吹上合同練習会 女子団体 １位 18/07/31
渡部・吉馴 ２位：上平 
永野・本間 ３位：朝霞三 
寺坂・山野 ３位：行田西

第84回笹塚練習会 女子団体 ２位 18/08/04

渡部・小林 １位：稲城三 
永野・本間 ３位：増戸 
寺坂・山野 
太田・吉馴

県選抜新人大会 女子個人 ３２本 永野・本間 18/08/17

第12回川口西ﾁｬﾚﾝｼﾞﾏｯﾁ 女子団体 ２位 18/08/26
渡部・小林 １位：両新田 
太田・本間 ３位：上尾東 
寺坂・山野 ３位：鳩ヶ谷

市民体育祭 女子団体 １２本 18/09/28

渡部・小林 １位：芝東 
太田・本間 ２位：戸塚 
寺坂・山野 ３位：幸並 
永野・吉馴 ３位：南

市民体育祭 女子下級生 ８本 清水・中塚 18/09/28

市民体育祭 女子個人 ３２本 渡部・小林 18/10/02

市民体育祭 女子個人 ３２本 寺坂・山野 18/10/02

【２２】 女子団体 18/11/24第12回飛翔杯＆第4回スリクソンカップ スリクソン1位

渡部・小林 
太田・本間 
寺坂・山野 
吉馴

【２３】 ２位 18/12/15第8回サンワスポーツ杯黒浜大会 女子団体Ｂの部

太田・吉馴 １位：大宮南 
鏑木・鈴木 ３位：菖蒲 
山田・神原 ３位：篠津
高橋

賞状Ｎｏ. 大会名 種目 結果 選手 年月日 備考



冬季研修大会 女子団体 ５位 18/12/25

渡部・小林 １位：七里 
寺坂・山野 ２位：桶川東 
齋藤・荒木 ３位：北野 

４位：志木二

第33回カワサキ･ルーセント旗
カワサキ｢せ｣
リーグ

３位 18/12/28
渡部・小林 
寺坂・山野 
太田・本間

第33回カワサキ･ルーセント旗
デフィ｢ケ｣リ
ーグ

３位 18/12/28
永野・吉馴 
岩瀬・荒木 
齋藤・高橋

第33回カワサキ･ルーセント旗
ルーセント｢
Ｅ｣リーグ

２位 18/12/28
山田・三垣 
鏑木・鈴木 
三澤・岩見

【２４】 １位 18/12/28第33回カワサキ･ルーセント旗
ルーセント｢
Ｇ｣リーグ

池田・神原 
菊池・遠藤 
清水・吉田

第33回カワサキ･ルーセント旗
ルーセントト
ーナメント

１６本 18/12/29
山田・三垣 
鏑木・鈴木 
三澤・岩見

第33回カワサキ･ルーセント旗
ルーセントト
ーナメント

１６本 18/12/29
池田・神原 
菊池・遠藤 
清水・吉田

鴻巣研修大会 女子団体 ８本 19/01/12

永野・本間 １位：吉見 
寺坂・山野 ２位：原市 
太田・吉馴 ３位：吹上北 

３位：大和

第2回ハライチカップ 女子団体 ５位 19/01/14

渡部・小林 １位：上尾西 
寺坂・本間 ２位：桶川 
太田・山野 ３位：七里 
吉馴 ３位：原市

【２５】 ウインターマッチ 女子団体 ３位 19/01/19

渡部・小林 １位：幸並 
永野・本間 ２位：上青木 
吉馴・山野 ３位：戸塚
寺坂・太田

【２６】 冬季研修大会 ３位 19/02/16
女子団体Ａの
部

渡部・小林 １位:群馬中央 
永野・本間 ２位：美野里 
吉馴・山野 ４位：北野

【２７】 冬季研修大会 １位 19/02/16
女子団体ＢＣ
の部

太田・荒木 ２位：七里 
鏑木・鈴木 ３位：北野 
岩瀬・高橋 ４位：蓮田

春季クラブ選手権 中学生の部 ４位 19/03/17
寺坂・荒木 １位：上青木 
太田・岩瀬 ２位：戸塚西 
鏑木・鈴木 ３位：里

鴻巣研修大会 女子団体 ３位 19/03/24
渡部・小林 １位：大谷 
永野・本間 １位：桶川東 
吉馴・山野 ３位：宗岡二

【２８】 文教大学杯 女子団体 １位 19/03/30
渡部・小林 ２位：高萩北 
永野・本間 ３位：古河一 
吉馴・山野 ３位：芝西

【２９】 文教大学杯 女子個人 １位 寺坂・荒木 19/03/30

【３０】 文教大学杯 女子個人 ３位 鏑木・鈴木 19/03/30

【３１】 春季研修大会 ３位 19/04/20
女子団体Ａの
部

渡部・小林 １位：菖蒲 
永野・本間 ２位：上尾西 
吉馴・山野 ３位：大宮南
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【３２】 春季研修大会 ２位 19/04/20
女子団体ＢＣ
の部

寺坂・荒木 １位：蓮田Ｂ 
岩瀬・太田 ３位：大宮南B 
鏑木・鈴木 ３位：篠津Ｂ

【３３】 スプリングマッチ 女子団体 ２位 19/04/27
渡部・小林 １位：幸並 
永野・本間 ３位：南Ａ 
吉馴・山野 ３位：芝東

市学校総合体育大会 女子団体 １２本 19/06/14

渡部・小林 １位：芝東 
永野・本間 ２位：戸塚 
吉馴・山野 ３位：幸並 
寺坂・荒木 ３位：戸塚西

【３４】 市学校総合体育大会 女子下級生 ３位 鏑木・鈴木 19/06/14

【３５】 市学校総合体育大会 女子下級生 ３位 中村・井上 19/06/14

市学校総合体育大会 女子個人 ３２本 渡部・小林 19/06/17

市学校総合体育大会 女子個人 ３２本 永野・本間 19/06/17

市学校総合体育大会 女子個人 ３２本 19/06/17吉馴・山野

市学校総合体育大会 女子個人 ３２本 寺坂・荒木 19/06/17

市学校総合体育大会 女子個人 ３２本 岩瀬・太田 19/06/17

【３６】 むつみカップ１年の部 女子団体 １位 19/07/31
中村・井上 ２位：大原Ａ 
坂口・柿本 ３位：  
山本・堀田 ３位：

蓮田南･大原B

東松山東

県選抜(県南)新人大会 女子個人 １６本 中村・井上 19/08/17

【３７】 秋季研修大会 １位 19/09/07
女子団体Ａの
部

鏑木・鈴木 ２位：与野東 
中村・井上 ３位：総和 
中塚・遠藤 ４位：北野

【３８】 秋季研修大会 １位 19/09/07
女子団体Ｂの
部

清水・吉田 ２位：与野東 
荒関・柿本 ３位：黒浜 
坂口・堀田 ４位：大宮南

川口市民体育祭 女子団体 ８本 19/09/27

鏑木・鈴木 １位：芝東 
中村・井上 ２位：上青木 
中塚・遠藤 ３位：戸塚 
荒関・菊池 ３位：芝西

【３９】 川口市民体育祭 女子下級生 １位 坂口・柿本 19/09/27

【４０】 川口市民体育祭 女子下級生 ２位 服部・堀田 19/09/27

川口市民体育祭 女子個人 １６本 鏑木・鈴木 19/09/30

川口市民体育祭 女子個人 １６本 中村・井上 19/09/30

川口市民体育祭 女子個人 ３２本 中塚・遠藤 19/09/30

川口市民体育祭 女子個人 ３２本 荒関・菊池 19/09/30

川口市民体育祭 女子個人 ３２本 清水・吉田 19/09/30

鴻巣研修大会 女子団体 ８本 19/10/19

鏑木・鈴木 
中村・井上 
荒関・柿本 
中塚・遠藤

【４１】 クラブ対抗戦 女子団体 ２位 19/11/03

鏑木・鈴木 １位：里 
中村・井上 ３位：戸塚西
荒関・柿本 
清水・遠藤

【４２】 女子団体 ３位 19/12/07
サンワスポーツ杯争奪 
黒浜研修大会

鏑木・鈴木 1位：蓮田Ａ 
中村・井上 2位：富士見Ａ 
荒関・柿本 3位：西中原Ａ

第15回川口西チャレン
ジマッチ

女子団体 ８本 19/12/22
鏑木・鈴木 
中村・井上 
荒関・柿本

賞状Ｎｏ. 大会名 種目 結果 選手 年月日 備考



第15回川口西チャレン
ジマッチ

女子団体 ８本 19/12/22
菊池･清水･遠藤
･中塚･吉田･ 
坂口･服部･藤村

【４３】 女子個人 ８本 20/11/15
川口市中学校体育大会 中村・井上
(市民体育祭代替大会)

【４４】 女子個人 ８本 20/11/15
川口市中学校体育大会 坂口・柿本
(市民体育祭代替大会)

川口市中学校体育大会 服部・堀田
(市民体育祭代替大会)

女子個人 １６本 20/11/15

川口市中学校体育大会 平野・片岡
(市民体育祭代替大会)

女子個人 ３２本 20/11/15

【４５】 女子団体 ３位 20/12/12
川口市中学校体育大会 
(市民体育祭代替大会)

中村・井上 １位：芝東 
坂口・柿本 ２位：上青木 
服部・堀田 ３位：里
平野・片岡

【４６】 女子下級生 １位 20/12/25
川口市中学校体育大会 長谷川 ・長谷
(市民体育祭代替大会) 川

み
か

【４７】 スプリングマッチ 女子団体 ２位 21/05/01
中村・井上 １位：上青木 
坂口・柿本 ３位：戸塚西 
服部・堀田 ３位：里

【４８】 市学校総合体育大会 女子団体 ３位 21/06/21

中村・柿本 １位：芝東 
坂口・井上 ２位：里 
服部・堀田 ３位：上青木
平野・片岡

市学校総合体育大会 女子個人 １２本 坂口・井上 21/06/23

市学校総合体育大会 女子個人 １６本 中村・柿本 21/06/23

市学校総合体育大会 女子個人 ３２本 服部・堀田 21/06/23

市学校総合体育大会 女子個人 ３２本 平野・片岡 21/06/23

【４９】 夏季下級生大会 女子下級生 １位 蟹・林 21/07/17

【５０】 サマーマッチ 女子団体 ２位 21/08/01
平野・片岡 １位：上青木 
長谷川 長谷川 ３位：岸川 ・
蟹・林 ３位：戸塚

賞状Ｎｏ. 大会名 種目 結果 選手 年月日 備考


