
年度

石井　開 ５－７ 岸本翔太郎 岸本・近藤 ６－０ 渡辺・井上 多胡佑里奈 ６－０ 高橋　明希 大岩・多胡 ６－４ 高橋・北沢

(大成高) ６－１ (大成高) (大成高) 7-6(5) (早実高) (富士見丘高) ６－２ (富士見丘高) (富士見丘高) 5－７ (富士見丘高)

７－５ 　 　 　 　 　 ７－５ 　

Ｈ２０ 三位 三位 三位 三位

三浦　大義 加藤　大貴 佐粧・石井 白井・久保 大川風花 有川　紗樹 多田・谷川 大川・溝田

(成蹊高) (成蹊高) (大成高) (大成高) (大成高) (大成高) (富士見丘高) (大成高)

2,342 1,196 1,400 936

岸本翔太郎 ６－３ 有田　慎平 近藤・綿貫 ６－０ 加藤・千田 根本　咲菜 ６－４ 古屋美智留 大岩・多胡 ６－４ 幸村・下川

(大成高) ６－４ (早実高) (大成高) 7-6(5) (成蹊高) (富士見丘中) ６－３ (大成高) (富士見丘高) ５－７ (富士見丘高)

　 　 　 　 　 　 ７－５ 　

Ｈ２１ 三位 三位 三位 三位

梶　　修登 柳沼　賢吾 佐粧・鹿島 岸本・石井 小野寺悦佳 内田　瑞希 川原・間中 大川・溝田

(早実高) (日大一高) (大成高) (大成高) (大成高) (富士見丘高) (早実高) (大成高)

2,273 1,196 1,341 892

小堀　良太 ６－１ 有田　慎平 角替・有我 ６－４ 有田・吉澤 吉岡　晃子 ６－０ 川上　梨緒 篠田・鹿子木 ６－１ 平野・山崎

(大成高) ６－３ (早実高) (成蹊高) ６－３ (早実高) (成蹊高) １－６ (日大三高) (慶応女子高) 7-6(2) (富士見丘高)

　 　 　 　 ６－２ 　 　 　

Ｈ２２ 三位 三位 三位 三位

吉澤　宏紀 野里　　駿 三浦・小川 伊藤・小圷 畑　莉々香 稲垣沙知子 江口・井垣 金城・松田

(早実高) (堀越高) (成蹊高) (大成高) (共栄学園中) (東洋英和高) (山脇学園高) (富士見丘高)

1,892 972 1,343 824

近藤　祐一 ７－５ 吉田　和馬 小堀・恒松 ２－６ 梶・本田 戸村　綾菜 ６－１ 下口あみる 大井・杉浦 ６－３ 戸村・春日

(日大三高) ２－６ (日大三高) (大成高) ６－４ (早実高) (大成高) ６－０ (東京高) (大成高) ３-６ (大成高)

６－２ 　 ７－５ 　 　 　 7-6(5) 　

Ｈ２３ 三位 三位 三位 三位

塩川幸司朗 在原　晃憲 近藤・本間 野里・尾崎 成田　早紀 杉浦　佳代 吉岡・有馬 髙橋・井垣

(大成高) (大成高) (日大三高) (堀越高) (東京高) (大成高) (成蹊高) (山脇学園高)

2,016 980 1,328 812

塩川幸司朗 ６－３ 藤原　隆寛 恒松・古越 ４－６ 在原・塩川 下口あみる ６－２ 吉井万由子 杉浦・佐藤 6-7(4) 石橋・大澤

(大成高) ６－３ (攻玉社高) (大成高) ６－３ (大成高) 　(東京高) ６－２ (大成高) (大成高) ７－５ (東京高)

　 　 ７－５ 　 　 　 ６－２ 　

Ｈ２４ 三位 三位 三位 三位

笠井　一希 長谷川享哉 笠井・金丸 板根・若山 佐藤　可奈 杉浦　佳代 高橋・榊原 戸村・大井

(大成高) (成城学園高) (大成高) (日大三高) (大成高) (大成高) (大成高) (大成高)

2,019 972 1,398 821

神田　留尉 ６－３ 米森　耕大 恒松・神田 ７－５ 笠井・川橋 加藤　慧 ２－６ 野田　凪葉 高橋・加藤 6-7(4) 榊原・吉井

(大成高) ６－２ (大成高) (大成高) ６－３ (大成高) 　(大成高) ６－３ (大成高) (大成高) ７－５ (大成高)

　 　 　 　 ７－５ 　 ６－２ 　

Ｈ２５ 三位 三位 三位 三位

水野　一生 手塚　文瑛 在原・町田 小野寺・岩木 下口あみる 宇野　真彩 野田・大川 武井・山田

男　子　単 男　子　複 女　子　単 女　子　複

水野　一生 手塚　文瑛 在原・町田 小野寺・岩木 下口あみる 宇野　真彩 野田・大川 武井・山田

(日大三高) (杉並学院高) (大成高) (創価高) 　(東京高) 　(東京高) (大成高) (八王子高)

1,945 989 1,468 856

恒松　裕也 ６－１ 神田　留尉 恒松・神田 ６－４ 早野・大石 加藤　慧 ６－４ 神保　萌衣 加藤・長島 ３－６ 高田・遠藤

(大成高) ６－１ (大成高) (大成高) ６－３ (大成高) 　(大成高) ６－４ 　(東京高) (大成高) ６－１ (大成高)

　 　 　 　 　 　 ６－３ 　

Ｈ２６ 三位 三位 三位 三位

大石　卓和 ﾃﾞｨｻﾅﾔｶ玲生川橋・土田 笠井・藤原 田中　彩純 森川　奈穂 吉井・榊原 牧野・茂木

(大成高) (大成高) (大成高) (大成高) 　(東京高) 　(日体荏原高) (大成高) (大成高)

1,975 992 1,505 867

早野　啓吾 ６－４ 野田　樹力 坂野・田形 ６－２ ﾃﾞｨｻﾅﾔｶ・早野 佐藤　朱里 ６－３ 板垣恵美里 堀江・神保 ５－７ 田中・金井

(大成高) ６－４ (大成高) (大成高) ６－１ (大成高) 　(大成高) １－６ 　(学習院女子高) 　(東京高) ７－６(４) 　(東京高)

　 　 　 　 ６－３ 　 ７－５ 　

Ｈ２７ 三位 三位 三位 三位

大石　卓和 田形　諒平 田中・田口 飯野・武井 田中　彩純 清水　愛華 佐藤・遠藤 真船・内田

(大成高) (大成高) (成城学園高) (京華高) 　(東京高) 　(日大一中) (大成高) (東京高)

2,119 1,013 1,539 874

田形　諒平 ６－０ 鈴木　龍斗 田形・坂野 ６－４ 茂木・井上 高橋　　悠 ６－１ 石島　和香 佐藤・萩原 ３－６ 高橋・加藤

(大成高) ６－１ (大成高) (大成高) ６－４ (京華高) 　(大成高) ６－１  (田園調布学園高) (大成高) ７－５ (大成高)

　 　 　 　 　 　 ６－２ 　

Ｈ２８ 三位 三位 三位 三位

石川　絢介 山田　凱斗 西川・鈴木 立川・渡辺 森川　奈穗 萩原　花帆 萩原・吉田 長谷川・堀江

(ICU高) (東京成徳高) (大成高) (京華高) 　(日体荏原高) 　(大成高) (大成高) (東京高)

2,098 995 1,519 841


