
女子団体戦

1 （東 京 汐 見 台（神奈川）17
千 代 田 3 3
女 学 園
与座・小泉 ④－１ 小沼理・小沼美 小野・潮田 ④－２ 青木 ・諸田
村上・田野 ④－３ 原 ・高栁 高谷・松田 ④－３ 茂木ひ・角田

2
2

杉田・小口 ④－３ 大内・沼田 浅野・増田 ④－０ 茂木恵・兵藤

2大 洋（茨 城） 赤 城 北（群 馬）180 0
杉田・小口 ④－１ 染谷・土橋 高谷・松田 ④－２ 長岡・江田
与座・小泉 ④－１ 高橋・村田 小野・潮田 ④－３ 野口・菅原2 0
村上・田野 － 茂木・池谷 浅野・増田 － 赤根・田中

3広 島（埼 玉） 古河第二（茨 城）192 2
染谷・土橋 ２－④ 長岡・江田 ④－１ 永見・田辺小白井仁・小白井忍
高橋・村田 ④－２ 渡邊・髙﨑 野口・菅原 ④－２ 白須・武田0 0
茂木・池谷 ④－２ 狸塚・佐藤 赤根・田中 ３－④ 度会・川畑

4両 郷（栃 木） 文大杉並（東 京）201 1
杉田・小口 ④－０ 高橋・濱 小野・潮田 ０－④ 市川・日原
与座・小泉 ④－２ 稲本・菅沼 高谷・松田 ３－④ 栗原・松江2
村上・田野 － 梅澤・小山田 浅野・増田 － 福嶋・斉藤1

5松戸第四（千 葉） 田 富（山 梨）212 1
酒井・増田 ④－１ 山田・高橋 村松・風間 ３－④ 石川・江連
難波・柴原 ２－④ 峯岸・大類 伊藤真・多田 ④－１ 秋葉・阿久津新1 1
小林・中村 ④－１ 黒澤・吉田 伊藤香・桑本 ０－④ 阿久津陽・菅野

6甘楽第一（群 馬） 三 島（栃 木）221 2
難波・柴原 ０－④ 高橋・濱 石川・江連 ④－２ 栗原・松江
酒井・増田 ④－２ 稲本・菅沼 秋葉・阿久津新 １－④ 市川・日原2
小林・中村 ２－④ 梅澤・小山田 阿久津陽・菅野 ３－④ 福嶋・斉藤

7秦 野 北（神奈川） （埼 玉）232 2 幡 羅
稲本・菅沼 ④－０ 志村・高部 栗原・松江 ２－④ 會澤・鵜飼
高橋・濱 ２－４ 杉本・花田 市川・日原 ④－３ 江澤・安西2 2梅澤・小山田 ④－０ 程原杏・程原伽 福嶋・斉藤 ④－３ 木谷・吉村

8都留第一（山 梨） 昭和学院（千 葉）241 1
杉田・小口 ④－３ 清水・小野塚 市川・日原 ④－２ 石田・山納仁1 2
与座・小泉 ④－０ 堀内・永井 栗原・松江 ２－④ 日置・樋口
村上・田野 － 飛田・高坂 福嶋・斉藤 ０－④ 池川・山納直

9箕 郷（群 馬） 芳 賀（栃 木）252 3
清水・小野塚 ④－３ 増田・寺﨑 石川・荒井 ④－０ 山口・雨宮
堀内・永井 ３－④ 小磯・高橋 広沢・小林 ④－１ 中野・志村2 2
飛田・高坂 ④－１ 池澤・若松 三品・加藤 ④－１ 渡辺・山田

10厚 崎（栃 木） 東 桂（山 梨）261 0
清水・小野塚 １－④ 伊東・牛村 広沢・小林 ④－１ 櫛渕・阿久津
堀内・永井 ④－２ 鍋倉・岩下 三品・加藤 ３－④ 坂東・竹武2 0
飛田・高坂 ④－０ 新田・堀内 石川・荒井 ④－１ 馬場・服部

11石 和（山 梨） 志 茂 田（東 京）271 1
清水・橘田 ④－１ 押野・牛村 石倉・前園 ２－④ 坂東・竹武
遠藤・桑原 ２－④ 鍋倉・岩下 斉藤・小坂 ０－④ 櫛渕・阿久津1 1
太田・佐野 ２－④ 新田・堀内 下堂薗・小林 ④－０ 馬場・服部

12国 府（神奈川） 高崎第一（群 馬）282 2
堀内・永井 １－④ 花野・大河内 石川・荒井 ０－④ 石田・山納仁
清水・小野塚 ④－２ 田中・須藤 広沢・小林 ３－④ 日置・樋口0 2
飛田・高坂 ④－２ 太田・黒川 三品・加藤 － 池川・山納直

13芝 東（埼 玉） 三 和（茨 城）293 1
田中・大河内 ④－２ 越川・宮薗 国府田・鈴木 ２－④ 荻田・龍前
須藤・須賀 ④－３ 田鍋・伊藤 七尾・相澤 ④－１ 加藤・荒井2 1
太田・黒川 ④－０ 和泉・池田 蛭田・加治佐 ３－④ 矢崎・山路

14横 芝（千 葉） 片 瀬（神奈川）300 2
須藤・須賀 ０－④ 長谷部・石川 荻田・龍前 ④－１ 石田・山納仁
田中・大河内 ④－２ 濱田・大髙 矢崎・山路 ０－④ 日置・樋口1 2
太田・黒川 ④－３ 関根・宮本 加藤・荒井 ０－④ 池川・山納直

15立川第三（東 京） （千 葉）311 0 八 幡
濱岸・岡田 ０－④ 長谷部・石川 山脇・久保 １－④ 石田・山納仁
田中・白川 ④－０ 濱田・大髙 三輪・錦織 ０－④ 日置・樋口1 2
大月・中西 ２－④ 関根・宮本 古宮・松井 ２－④ 池川・山納直

16土浦第四（茨 城） 杉 戸（埼 玉）322 3※ は全国大会出場

《決 勝 戦》 《代表決定戦》
(東 京) １－② 32杉 戸(埼 玉) ９ 箕 郷 (群 馬) ②－１ 23幡 羅(埼 玉)１ 千代田女学園

与座・小泉 ④－１ 石田・根岸 清水・小野塚 ２－④ 市川・日原
杉田・小口 ３－④ 日置・樋口 堀内・永井 ④－３ 栗原・松江
村上・田野 ２－④ 池川・山納 飛田・高坂 ④－０ 福嶋・斉藤


