
選抜予選 一年生大会

団体 個人 団体 個人 団体 個人 団体 個人 団体 ダブルス シングルス

昭和２３

昭和２４ 小野・天野（前橋）

昭和２５ 坂田・麻川（前橋）

昭和２６ 渋川 中村・星野（沼田）

昭和２７ 前商 天野・富沢（前工）

昭和２８ 藤岡 高橋・土屋（桐生）

昭和２９ 桐工 正田・家富（館林） 岡村・藤生（前橋）

昭和３０ 高商 宮川・五十嵐（前商） 宮川・五十嵐（前商）

昭和３１ 高商 宮川・五十嵐（前商） 田村・青木（富岡）

昭和３２ 高崎 谷口・佐藤（高崎） 神戸・島田（高崎）

昭和３３ 高崎 高橋・竹田（伊勢崎） 中川・正谷（桐生）

昭和３４ 高商 田村・蛭川（前商） 小沢・町田（前橋）

昭和３５ 高商 江原・武者（高商） 沼賀・堀越（高商）

昭和３６ 前商 新井・竹内（桐商） 遠藤・鈴木（高崎）

昭和３７ 渋川 加藤・塩野（沼田） 大塚・谷津（太田）

昭和３８ 高商 蜂須賀・松浦（高商） 須藤・小堀（桐工）

昭和３９ 桐工 桐工 （順位決定せず） 江原・狩野（高商）

昭和４０ 前商 前商 平林・早川（前商） 富沢・山崎（前商）

昭和４１ 前商 前工 富沢・山崎（前商） 二渡・江原（桐商）

昭和４２ 前工 前工 天田・瀬川（高崎） 堀井・木島（沼田） 堀井・木島（沼田）

昭和４３ 高崎 前商 清水・細野（高崎） 石田・小林（前商） 石田・小林（前商）

昭和４４ 沼田 高商 堀井・木島（沼田） 石田・須藤（前商） 浅田・梅沢（前商）

昭和４５ 前商 石田・小林（前商） 前商 橋詰・中沢（前商） 桐工 浅田・篠原（前商） 丸山・篠原（前商）

昭和４６ 前商 入野・山口（高商） 桐工 浅田・篠原（前商） 高工 内山・三浦（前商） 内山・三浦（前商）

昭和４７ 前商 加藤・新井（高商） 前商 湯本・渡辺（前商） 前商 内山・三浦（前商） 飯田・飯島（太田）

昭和４８ 前商 内山・三浦（前商） 前商 内山・三浦（前商） 農二 木村・対比地（桐工） 飯島・茂木（前商）

昭和４９ 前商 斎藤・小野（高商） 前商 後藤・松浦（高商） 前商 鈴木・大塚（高崎） 木村・采谷（前商）

昭和５０ 高商 石井・水野（高商） 前商 飯島・中富（前商） 沼田 樋口・平田（沼田） 沼田 越川・小川（高崎）

昭和５１ 沼田 植木・前原（桐工） 沼田 加藤・荒館（農二） 太田 佐鳥・永井（農二） 高商 小林・原田（高商）

昭和５２ 高商 松井・原田（高商） 高商 植木・林（桐工） 太田 木元・石川（太田） 太田 斉籐・長岡（吉井）

昭和５３ 高崎 木元・石川（太田） 太田 木元・石川（太田） 吉井 金沢・松浦（高商） 高崎 井坂・小林（太田）

昭和５４ 農二 斉籐・長岡（吉井） 農二 斉籐・長岡（吉井） 高商 鈴木・輿石（農二） （雨天中止） 須藤・森岡（高崎）

昭和５５ 高商 高瀬・宮崎（農二） 農二 鈴木・輿石（農二） 吉井 斉籐・堀越（吉井） 高商 石井・武井（高崎）

昭和５６ 吉井 木村・斉籐（農二） 農二 木村・斉籐（農二） 高崎 石井・武井（高崎） 高崎 平井・木村（中央）

昭和５７ 高崎 佐藤・小島（農二） 高崎 石井・武井（高崎） 農二 佐藤・小島（農二） 農二 今井・荒井（高崎）

昭和５８ 高商 佐藤・小島（農二） 農二 鈴木・乾（農二） 高商 今井・悴田（高崎） 農二 小林・高田（太田）

昭和５９ 高商 鈴木・乾（農二） 農二 萩原・高田（高商） 高商 小林・高田（太田） 高商 高橋・鳥屋（農二）

昭和６０ 高商 萩原・高田（高商） 前商 園田・須藤（太工） 渋川 茂原・茂木（農二） 渋川 田中・外所（農二）

昭和６１ 渋川 茂原・茂木（農二） 農二 茂原・茂木（農二） 農二 鈴木・内田（農二） 農二 飯塚・戸丸（前商）

昭和６２ 農二 田中・外所（農二） 農二 相川・小林（農二） 太田 清水・青木（館林） 前商 斉田・中島（農二）

昭和６３ 前商 中原・戸丸（前商） 農二 小林・前田（太田） 農二 山田・高橋（前商） 農二 内田・塩川（農二）

平成１ 農二 加藤・茂木（農二） 農二 山田・高橋（前商） 農二 内田・塩川（農二） 前商 広田・坂本（前商）

平成２ 農二 内田・塩川（農二） 農二 内田・塩川（農二） 農二 菅家・下山（農二） 農二 草間・赤堀（高工）

平成３ 農二 菅家・下山（農二） 農二 菅家・下山（農二） 農二 八木・飯山（農二） 高工 蔭山・反町（前橋）

平成４ 農二 掃部・田胡（農二） 農二 掃部・田胡（農二） 農二 堀米・角田（農二） 農二 宮田・原田（農二）

平成５ 前商 宮田・原田（農二） 前商 保科・岩崎（渋川） 農二 林・岡部（前商） 農二 井伊・田中（農二）

平成６ 農二 林・岡部（前商）） 農二 梅本・笠木（農二） 農二 児島・登坂（前商） 農二 篠原・中島（渋川）

平成７ 農二 児島・登坂（前商） 農二 井伊・田中（農二） 前商 大平・吉沢（前商） 農二 井伊・相川（農二）

平成８ 前商 篠原・中島（渋川） 前商 保科・岩崎（渋川） 高崎 高山・涌沢（前商） 農二 堀井・静（前商）

平成９ 農二 井伊・相川（農二） 農二 井伊・相川（農二） 農二 八代・金子（農二） 農二 後藤・星野（農二）

平成１０ 農二 吉井・三浦（前商） 前商 宮下・望月（前商） 農二 宮下・野村（前商） 前商 小田・丸橋（農二）

平成１１ 前商 吉井・三浦（前商） 前商 宮下・野村（前商） 農二 篠原・福田（農二） 農二 吉田・鈴木（農二）

平成１２ 農二 池田・森川（農二） 農二 中島・鈴木（農二） 農二 篠原・福田（農二） 農二 吉田・駒田（前商）

平成１３ 農二 篠原・福田（農二） 農二 篠原・福田（農二） 前商 塚越・向井（農二） 農二 清塚・矢嶋（農二）

平成１４ 前商 山口・渡辺（前商） 前商 塚越・向井（農二） 農二 清塚・矢島（農二） 農二 秋山・茂木（農二）

平成１５ 農二 萩原・茂木（農二） 高崎 清塚・矢島（農二） 農二 馬渕・中村（前商） 農二 片山・木村（高崎）

平成１６ 前商 原・清水（館商工） 前商 清水・神宮（高崎） 農二 松本・坂下（農二） 前商 原田・桑原（農二）

平成１７ 農二 松本・坂下（農二） 農二 平崎・星（伊市高） 前商 牧口・小渕（前商） 沼田 市橋・反町（沼田）

平成１８ 農二 富所・神宮（高崎） 農二 富所・神宮（高崎） 前商 及川・結城（前商） 沼田 侭田・田中（農二）

平成１９ 前商 平林・木内（沼田） 前商 小堺・樋口（高崎） 農二 須藤・相澤（前商） 高崎 関口・日野原（農二）

平成２０ 農二 小堺・樋口（高崎） 農二 小堺・樋口（高崎） 沼田 関口・伴場（農二） 沼田 黒澤・伴場（農二）

平成２１ 前商 関口・伴場（農二） 農二 渋澤・佐藤（健大） 高崎 岩崎・伴場（農二） 農二 岡田・櫻井（農二）

平成２２ 高崎 岩崎・伴場（農二） 農二 田代・石井（前橋） 健大 鈴木・吉澤（前商） 前商 井田・江澤（前橋） 渋澤・佐藤（健大）

平成２３ 農二 深堀・黛（高崎） 健大 岡田・安藤（農二） 農二 大澤・安藤（農二） 前商 大澤・安藤（農二） 阿部・渡邉（前商）

平成２４ 前商 鈴木・木村（前商） 健大 阿部・渡邉（前商） 前商 中島・平井（健大） 前商 押木・井上（高商） 押木・井上（高商）

年度

群馬県　高等学校　ソフトテニス　男子　県内大会優勝校・優勝者　一覧　

高校総体（関東大会予選） 県選手権（全国大会予選） 新人戦 夏季大会

群馬県高体連ソフトテニス専門部
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高校総体（関東大会予選） 県選手権（全国大会予選） 新人戦 夏季大会

平成２５ 前商 阿部・金子（前商） 前商 掛川・下田（前商） 前商 中澤・井上（高商） 前商 仲島・清水（高商） 掛川・森田（前商） 掛川　巧大（前商）

平成２６ 前商 押木・井上（高商） 高商 押木・井上（高商） 高商 佐藤・桑原（健大） （新人大会へ） （　廃　　止　） 前商 飯塚・森田（前商） 飯塚　拓麻（前商）

平成２７ 健大 仲島・清水（高商） 健大 飯塚・森田（前商） 高商 田島・白岩（高商） 高商 石岡・井上（高商） 田島　知征（高商）

平成２８ 前商 田島・白岩（高商） 高商 田島・白岩（高商） 前商 田島・高橋（高商） 前商 田島・高橋(高商) 田島　知征（高商）

平成２９ 高商 櫻井・須藤(前商) 高商 佐藤・髙城(前商) 前商 櫻井・髙城(前商) 高商 下田・栗本(健大) 岡田　将輝(高商)

平成３０ 前商 櫻井・佐野間(前商) 前商 下田・櫻井（健大）

群馬県高体連ソフトテニス専門部



昭和２３

昭和２４

昭和２５

昭和２６

昭和２７

昭和２８

昭和２９

昭和３０

昭和３１

昭和３２

昭和３３

昭和３４

昭和３５

昭和３６

昭和３７

昭和３８

昭和３９

昭和４０

昭和４１

昭和４２

昭和４３

昭和４４

昭和４５

昭和４６

昭和４７

昭和４８

昭和４９

昭和５０

昭和５１

昭和５２

昭和５３

昭和５４

昭和５５

昭和５６

昭和５７

昭和５８

昭和５９

昭和６０

昭和６１

昭和６２

昭和６３

平成１

平成２

平成３

平成４

平成５

平成６

平成７

平成８

平成９

平成１０

平成１１

平成１２

平成１３

平成１４

平成１５

平成１６

平成１７

平成１８

平成１９

平成２０

平成２１

平成２２

平成２３

平成２４

年度
選抜予選 一年生大会

団体 個人 団体 個人 団体 個人 団体 個人 団体 ダブルス シングルス

山岸・深沢（高女）

山岸・深沢（高女）

沼女 深沢・荻原（伊女）

前女 紺野・小田橋（前女）

藤女 善如寺・前田（藤女）

高女 吉田・山口（高女） 原田・田中（高女）

高女 峰岸・柏原（桐女） 田村・小林（富東）

高女 田辺・大塚（高女） 中沢・長井（高女）

高女 岩佐・中村（高女） 芳川・黒崎（高女）

高女 芳川・黒崎（高女） 須藤・奥野（渋女）

沼女 長島・中沢（太女） 高橋・勝見（沼女）

沼女 剣持・河村（桐女） 清水・間庭（高市女）

高市女 間庭・清水（高市女） 原田・細谷（高女）

高市女 原田・細谷（高女） 高橋・細谷（高女）

沼女 宮内・長部（前市女） 須田・細谷（高女）

高女 高女 （順位決定せず） 中村・大房（桐丘）

高女 高女 櫛渕・清水（高女） 金田・岩井（高女）

高女 高女 金田・岩井（高女） 小井戸・沢田（安中）

館女 高市女 小林・恩田（桐丘） 小林・中村（桐丘） 亀井・岡部（太女）

吾妻 館女 恩田・岡村（館女） 小泉・湯本（吾妻） 富沢・森川（富東）

桐丘 吾妻 小林・中村（桐丘） 富沢・森川（富東） 作間・野村（館女）

館女 笠原・村松（高市女） 高市女 笠原・村松（高市女） 館女 作間・野村（館女） 宮沢・近藤（館女）

太女 作間・野村（館女） 館女 作間・野村（館女） 館女 佐取・寺沢（館女） 木暮・川端（高市女）

館女 宮沢・近藤（館女） 館女 宮沢・近藤（館女） 館女 岡島・小野沢（桐商） 中谷・青木（沼女）

高市女 林・岡野（高市女） 高市女 木暮・川端（高市女） 館女 松下・桜沢（高市女） 落合・金田（富東）

富東 内藤・津金沢（富東） 館女 松下・桜沢（高市女） 富東 田部井・井上（太女） 増田・杉山（館女）

太女 斉藤・吉野（桐商） 高女 関口・小林（高市女） 藤女 笹川・江積（佐藤） 佐藤 加部・丸山（吾妻）

館女 加部・丸山（吾妻） 館女 塩原・鳥屋（農二） 吾妻 飯塚・石原（高市女） 藤女 飯塚・松本（高市女）

高市女 加部・丸山（吾妻） 館女 加部・丸山（吾妻） 高市女 田子・富沢（高市女） 高市女 高麗・岩井（安中）

高市女 飯塚・松本（高市女） 高市女 石原・佐藤（桐女） 佐藤 佐藤・丸山（佐藤） 佐藤 原田・丹羽（佐藤）

佐藤 小金沢・野口（富東） 佐藤 新井・島（佐藤） 佐藤 佐藤・丸山（佐藤） 下田・松村（佐藤）

桐商 小此木・藤田（桐商） 桐商 佐藤・丸山（佐藤） 高市女 下田・松村（佐藤） 農二 青木・戸塚（高市女）

農二 原田・砂長（高女） 高市女 川田・赤石（太女） 高市女 青木・吉野（高市女） 桐商 河野・吉野（高市女）

高女 高木・江村（桐商） 高女 今井・崎田（高女） 農二 河野・吉野（高市女） 高市女 菅家・中嶋（農二）

農二 北川・坂井（高市女） 高市女 河野・吉野（高市女） 農二 菅家・中嶋（農二） 農二 折茂・安東（農二）

農二 菅家・中嶋（農二） 農二 奥富・外所（農二） 農二 今井・奈良（農二） 農二 今井・東條（農二）

農二 奥富・外所（農二） 農二 今井・奈良（農二） 農二 今井・東條（農二） 農二 八木・悴田（農二）

農二 今井・東條（農二） 農二 島田・小池（農二） 群女 国峰・深沢（農二） 群女 前園・太田（群女）

群女 国峰・深沢（農二） 農二 木村・金井（群女） 農二 池田・坂本（群女） 農二 池田・坂本（群女）

群女 池田・坂本（群女） 群女 池田・坂本（群女） 群女 鈴木・本橋（群女） 群女 入沢・秋本（農二）

群女 鈴木・本橋（群女） 農二 鈴木・本橋（群女） 農二 小池・片山（群女） 農二 小池・片山（群女）

農二 山口・依田（群女） 農二 入沢・秋本（農二） 群女 深山・依田（群女） 群女 大島・佐藤（群女）

群女 林・三浦（群女） 群女 深山・依田（群女） 群女 松本・三浦（群女） 群女 土田・加部（群女）

群女 中村・三浦（群女） 群女 中村・三浦（群女） 群女 上沢・有賀（群女） 群女 上沢・戸塚（群女）

群女 土田・加部（群女） 群女 土田・加部（群女） 群女 上沢・有賀（群女） 群女 片田・加藤（群女）

群女 片田・坂井（群女） 群女 片田・坂井（群女） 群女 堀内・石井（群女） 群女 井上・加部（群女）

群女 片田・石井（群女） 群女 山本・加藤（群女） 群女 大竹・白岩（群女） 群女 小林・高橋（群女）

群女 小林・高橋（群女） 群女 大竹・白岩（群女） 群女 成田・庭屋（群女） 群女 若梅・倉島（群女）

群女 小林・高橋（群女） 群女 小林・高橋（群女） 群女 山本・倉島（群女） 群女 山本・真鍋（群女）

群女 山本・倉島（群女） 群女 山本・倉島（群女） 群女 中村・真鍋（群女） 群女 三谷・四元（群女）

群女 三谷・中村（群女） 群女 小西・久本（群女） 群女 真鍋・酒井（群女） 群女 小西・坂（群女）

群女 葛西・前田（群女） 群女 小西・久本（群女） 群女 小西・平柳（群女） 群女 鴇田・平柳（群女）

健大 小西・平柳（健大） 健大 鴇田・小泉（健大） 健大 野田・平柳（健大） 健大 保高・高橋（健大）

健大 野田・高橋（健大） 健大 鴇田・平柳（健大） 健大 澤辺・高橋（健大） 健大 澤辺・下込（健大）

健大 澤辺・高橋（健大） 健大 澤辺・高橋（健大） 健大 澤辺・刀祢（健大） 健大 川口・刀祢（健大）

健大 澤辺・刀祢（健大） 健大 澤辺・掛端（健大） 健大 伊藤・刀祢（健大） 健大 伊藤・山本（健大）

健大 伊藤・刀祢（健大） 健大 伊藤・刀祢（健大） 健大 伊藤・斉籐（健大） 健大 古宮・宮下（健大）

健大 古宮・宮下（健大） 健大 古宮・宮下（健大） 健大 古宮・宮下（健大） 健大 大槻・竹山（健大）

健大 奥野・片野（健大） 健大 守屋・斉籐（健大） 健大 大槻・石田（健大） 健大 猪狩・笹木（健大）

健大 砂原・平山（健大） 健大 長谷部・小柳（健大） 農二 上野・笹木（健大） 吾妻 鈴木・大崎（健大）

健大 坂東・大崎（健大） 健大 鈴木・阿部（健大） 健大 長谷部・菅原（健大） 健大 高橋・奥山（健大）

健大 長谷部・菅原（健大） 健大 長谷部・菅原（健大） 健大 坂東・針谷（健大） 高女 笠井・石倉（健大） 奥山・石田（健大）

健大 坂東・草野（健大） 健大 坂東・草野（健大） 健大 木村・草野（健大） 健大 沼田・石田（健大） 田村・金内（健大）

健大 針谷・石田（健大） 健大 針谷・石田（健大） 健大 沼田・石田（健大） 健大 北爪・上原（健大） 小松・上原（健大）

群馬県　高等学校　ソフトテニス　女子　県内大会優勝校・優勝者　一覧　

高校総体（関東大会予選） 県選手権（全国大会予選） 新人戦 夏季大会

群馬県高体連ソフトテニス専門部



年度

平成２５

平成２６

平成２７

平成２８

平成２９

平成３０

選抜予選 一年生大会

団体 個人 団体 個人 団体 個人 団体 個人 団体 ダブルス シングルス

群馬県　高等学校　ソフトテニス　女子　県内大会優勝校・優勝者　一覧　

高校総体（関東大会予選） 県選手権（全国大会予選） 新人戦 夏季大会

健大 草野・草野（健大） 健大 草野・草野（健大） 健大 木村・高山（健大） 健大 木村・高山（健大） 木村・瀬下（健大） （雨天中止）

農二 草野・上原（健大） 健大 木村・高山（健大） 農二 草野・鈴木（健大） 健大 新井・近藤（高女） 佐藤奈々子（高商）

健大 草野・鈴木（健大） 健大 草野・鈴木（健大） 高商 井出・須藤（健大） 高女 木村・奥澤（高商） 佐野間慧花（農二）

農二 新井・近藤（高女） 健大 井出・山口（健大） 高女 山﨑・竹田(健大) 高商 須田・奥澤(高商) 須田 葵衣（高商）

健大 山﨑・竹田(健大) 健大 竹和・塚越(高女) 健大 山本・三俣(健大) 健大 山﨑・井出(健大) 唐澤　ひなの(吾妻)

健大 山本・三俣(健大) 健大 山﨑・井出(健大)

群馬県高体連ソフトテニス専門部



関東選抜 全国選抜
団体 個人 団体 個人 団体 団体 ダブルス シングルス

昭和２３
昭和２４ 小野・天野（前橋）　３位【東】
昭和２５ 坂田・浅川（前橋）　２位 中村・星野（沼田）　優勝【東】
昭和２６ 中村・星野（沼田）　３位
昭和２７
昭和２８ 今井・藤生（前橋）　３位
昭和２９

岡村・藤生（前橋）　優勝
肥塚・周東（桐工）　３位

昭和３１
昭和３２
昭和３３
昭和３４
昭和３５ 高商　優勝
昭和３６
昭和３７
昭和３８
昭和３９ 桐工　２位 須藤・小堀（桐工）　３位
昭和４０
昭和４１
昭和４２
昭和４３ 高崎　２位 清水・細野（高崎）　２位
昭和４４
昭和４５ 前商　優勝 前商　３位
昭和４６
昭和４７
昭和４８ 前商　優勝 前商　３位
昭和４９
昭和５０ 沼田　３位
昭和５１
昭和５２
昭和５３ 松井・原田（高商）　優勝 太田　２位

農二　３位
吉井　３位

昭和５５ 高商　３位
昭和５６ 宮崎・佐藤（高商）　３位 高崎　２位 高崎　３位
昭和５７ 高崎　３位 高市女３位
昭和５８ 農二　２位 佐藤・小島（農二）　優勝 佐藤・小島（農二）　２位
昭和５９ 鈴木・乾（農二）　３位
昭和６０
昭和６１ 茂原・茂木（農二）　２位 農二　２位
昭和６２
昭和６３ 農二　２位

平成２ 農二　２位
平成３
平成４
平成５ 堀米・角田（農二）　３位

農二　優勝

平成７ 井伊・田中（農二）　２位
平成８ 篠原・中島（渋川）　２位
平成９ 井伊・相川（農二）　２位
平成１０ 農二　３位

前商　優勝 農二　３位

農二　３位
農二　３位

農二　優勝 篠原・福田（農二）　３位

農二　２位

農二　３位 農二　３位

農二　３位

松本・坂下（農二）　２位

平成１９ 前商　優勝
根上屋・木暮（前商）　３位 沼田　３位

前商　優勝

平成２３ 櫻井・芹澤（農二）　３位 前商　優勝
健大　優勝 鈴木・木村（前商）　３位 前商　優勝
前商　３位 大手・入澤（農二）　３位

掛川・下田（前商）　優勝 前商　３位 松岡・平井（健大）　３位
中島・舩田（健大）　２位

前商　優勝 掛川・下田（前商）　優勝
押木・井上（高商）　２位
石岡・白岩（高商）　３位 押木　竜之（高商）　２位

平成２７ 健大　２位
平成２８ 田島・白岩（高商）　３位
平成２８ 田島・白岩（高商）　３位 前商　２位
平成２９ 高商　２位 田島・高橋（高商）　優勝 前商　２位

前商　優勝 櫻井・髙城（前商）　優勝
下田・櫻井（健大）

平成３０

平成２５

平成２６

年度

平成１７

平成１８

平成２０

平成２１

平成２２

平成２４

平成１１

平成１２

平成１３

平成１４

平成１５

平成１６

平成６

群馬県　高等学校　ソフトテニス　男子　県外大会成績　一覧　

昭和３０

昭和５４

平成１

関東大会 全国大会 ハイスクールジャパンカップ

群馬県高体連ソフトテニス専門部



昭和２３
昭和２４
昭和２５
昭和２６
昭和２７
昭和２８
昭和２９

昭和３１
昭和３２
昭和３３
昭和３４
昭和３５
昭和３６
昭和３７
昭和３８
昭和３９
昭和４０
昭和４１
昭和４２
昭和４３
昭和４４
昭和４５
昭和４６
昭和４７
昭和４８
昭和４９
昭和５０
昭和５１
昭和５２
昭和５３

昭和５５
昭和５６
昭和５７
昭和５８
昭和５９
昭和６０
昭和６１
昭和６２
昭和６３

平成２
平成３
平成４
平成５

平成７
平成８
平成９
平成１０

平成１９

平成２３

平成２７
平成２８
平成２８
平成２９

平成３０

平成２５

平成２６

年度

平成１７

平成１８

平成２０

平成２１

平成２２

平成２４

平成１１

平成１２

平成１３

平成１４

平成１５

平成１６

平成６

昭和３０

昭和５４

平成１

関東選抜 全国選抜
団体 個人 団体 個人 団体 団体 ダブルス シングルス

前女　３位
善如寺・前田（藤女）２位【東】

原田・田中（高女）３位【東】

沼女　優勝

高女　優勝

小泉・湯本（吾妻）　優勝 小泉・湯本（吾妻）　２位

作間・野村（館女）　優勝

館女　３位 藤女　２位
高市女３位
佐藤　２位

佐藤　３位

菅家・中嶋（農二）　優勝
農二　優勝 今井・奈良（農二）　優勝 農二　３位 奥富・外所（農二）　３位 農二　３位

今井・小池（農二）　３位
農二　優勝 農二　２位 農二　優勝

斉籐・池和田（群女）　２位 群女　３位
群女　優勝 池田・坂本（群女）　優勝 鈴木・本橋（群女）　優勝 農二　優勝
農二　３位 鈴木・本橋（群女）　２位 池田・坂本（群女）　２位

矢口・唐木沢（農二）　３位
農二　優勝 群女　優勝 群女　２位
群女　優勝 深山・依田（群女）　２位 群女　３位 群女　優勝

群女　優勝

群女　３位 上沢・有賀（群女）　２位
群女　２位 片田・坂井（群女）　優勝 群女　優勝 上沢・有賀（群女）　３位

上沢・有賀（群女）　２位
群女　優勝 片田・石井（群女）　２位 山本・加藤（群女）　３位 群女　２位
群女　２位 群女　２位 群女　３位

鴇田・鈴木（群女）　優勝 群女　３位 群女　３位 大川・高橋（群女）　３位
群女　優勝 群女　３位
群女　優勝 山本・真鍋有（群女）　優勝 群女　２位

真鍋小・正田（群女）　２位
小西・久本（群女）　３位

群女　優勝 小西・久本（群女）　優勝
葛西・前田（群女）　３位 群女　３位
小西・平柳（健大）　優勝 健大　３位
佐藤・葛西（健大）　２位
野田・笠原（健大）　３位
小原・神山（健大）　３位

健大　優勝 鴇田・平柳（健大）　優勝 健大　３位
野田・高橋（健大）　２位

健大　優勝 澤辺・高橋（健大）　優勝 健大　３位
高橋・掛端（健大）　２位

健大　優勝 古宮・中尾（健大）　優勝 健大　優勝

上代・掛端（健大）　３位 健大　優勝 健大　３位
健大　優勝 古宮・宮下（健大）　優勝 健大　優勝

伊藤・刀祢（健大）　２位
島村・村上（健大）　３位

健大　優勝 古宮・宮下（健大）　優勝 古宮・宮下（健大）　３位 健大　優勝
中野・山本（健大）　２位
澤辺・濱上（健大）　３位
守屋・斉籐（健大）　優勝 健大　３位 健大　２位 守屋・斉籐（健大）　優勝

健大　優勝 鈴木・大崎（健大）　３位 健大　２位
農二　３位
健大　３位 上野・渋澤（健大）　２位 健大　２位

鈴木・阿部（健大）　３位
健大　優勝 長谷部・菅原（健大）　２位 健大　３位 坂東・大崎（健大）　３位

坂東・大崎（健大）　３位
健大　２位 坂東・草野（健大）　２位
健大　２位 針谷・石田（健大）　２位

健大　２位 草野・草野（健大）　３位

健大　３位

群馬県　高等学校　ソフトテニス　女子　県外大会成績　一覧　

関東大会 全国大会 ハイスクールジャパンカップ

群馬県高体連ソフトテニス専門部



部長 委員長 年度 大会名 開催地
昭和２３
昭和２４ 東日本高校大会 高崎市
昭和２５ 関東大会・個人戦開始
昭和２６
昭和２７
昭和２８ 関東高校大会 桐生市
昭和２９
昭和３０ 東日本高校大会 高崎市
昭和３１
昭和３２
昭和３３ 東日本大会（S21～）廃止
昭和３４ 関東高校大会 高崎市
昭和３５ 関東大会・団体戦開始
昭和３６
昭和３７
昭和３８
昭和３９
昭和４０
昭和４１ 関東高校大会 高崎市
昭和４２
昭和４３
昭和４４ （群馬：全国総体開催）
昭和４５
昭和４６
昭和４７ 関東高校大会 前橋市 関東選抜大会開始
昭和４８
昭和４９
昭和５０
昭和５１
昭和５２

岡本　倉造（前　橋） 昭和５３
昭和５４
昭和５５ 関東高校団体選抜大会 伊勢崎市

中沢　誠一（高　崎） 昭和５６
昭和５７
昭和５８
昭和５９ 関東高校大会 高崎市
昭和６０
昭和６１
昭和６２ 関東高校団体選抜大会 太田市

荒井　英一（渋　川） 昭和６３
平成１
平成２
平成３
平成４ 関東高校大会 高崎市
平成５
平成６
平成７ 関東高校団体選抜大会 太田市
平成８
平成９

平成１０
平成１１
平成１２ 関東高校大会 高崎市・前橋市
平成１３
平成１４
平成１５ 関東選抜大会・男女別開催開始
平成１６
平成１７ 関東高校団体選抜大会（女子） 前橋市
平成１８
平成１９
平成２０ 関東高校大会 前橋市

徳江　要一（高　商） 平成２１
立見　賢治（高　商） 平成２２
関根　正史（吉　井） 平成２３
茂木　道弘（高　女） 平成２４ 関東高校団体選抜大会（男女） 前橋市

平成２５
平成２６

間庭　髙使（高　北） 平成２７ 関東高校大会 前橋市
平成２８
平成２９

丸橋　　覚（高　北） 平成３０ 関東高校団体選抜大会（女） 高崎市

浦野　克彦
（高商・高北）

戸塚　泰聖（高　北）

群馬県高体連ソフトテニス専門部　部長　委員長　開催大会　一覧　

柴田　　耕（農　二）

徳江　要一（利　商）

内山　信一（利　商）

代行：浦野克彦（高商）
H20.6～H21.3

小林　敏夫（利　商）

小泉　清貴（利　商）

直田　　　昇（渋　女）
高橋　新次（渋　女）

大島　礼爾（前　工）

田部井善作（前　工）

新井順一郎（前　工）

小池　　　悊（前　工）

三好　功悦（高　商）

周東　三次（高市女）

堀越正三郎（高市女）
星　　徹心（高市女）

二宮　松寿（農　二）

斉籐　亨志（高市女）

吉原　貞隆（桐　工）

江原　英二（高市女）

清水　敏男
（桐工・前橋・高崎）

代行：天田稔（吉井）
S61

藤生　宣明（前　橋）

水穴　再喜（高　崎）

網中　正昭（前　橋）

篠原　隆生（渋　川）中村　英一（渋　川）

北爪　藏次（渋　川）

群馬県高体連ソフトテニス専門部


