
第３３回ソフトテニス交流大会第３３回ソフトテニス交流大会第３３回ソフトテニス交流大会第３３回ソフトテニス交流大会
中央大会出場推薦名簿中央大会出場推薦名簿中央大会出場推薦名簿中央大会出場推薦名簿

A. ４年生以下男子A. ４年生以下男子A. ４年生以下男子A. ４年生以下男子 Ｂ. ４年生以下女子Ｂ. ４年生以下女子Ｂ. ４年生以下女子Ｂ. ４年生以下女子
種目 順位 所属団名 種目 順位 所属団名

AAAA 南１ 後田 ・ 竹谷 杉戸ジュニア ＢＢＢＢ 南１ 青木 ・ 清水 杉戸ジュニア
AAAA 南２ 幡谷 ・ 上田 栗橋ジュニア ＢＢＢＢ 南２ 近藤 ・ 吉沢 わかくさ
AAAA 南３ 高橋 ・ 黒坂 わかくさ ＢＢＢＢ 南３ 若林 ・ 清野 鳩ヶ谷
AAAA 南４ 小林 ・ 新保 浦和むつみ ＢＢＢＢ 南４ 渡邉 ・ 平塚 杉戸ジュニア
AAAA 南５ 石田 ・ 宮田 芝ジュニア ＢＢＢＢ 南５ 下栃棚 ・ 加藤 わかくさ
AAAA 南６ 木内 ・ 江口 芝ジュニア ＢＢＢＢ 南６ 白倉 ・ 福原 高野ジュニア
AAAA 南７ 榎本 ・ 飯塚 栗橋ジュニア ＢＢＢＢ 南７ 荻島 ・ 八木 わかくさ
AAAA 南８ 原田 ・ 酒井 西スポ ＢＢＢＢ 南８ 佐藤 ・ 廣部 大宮ジュニア
AAAA 南９ 廣澤 ・ 和田 青木ジュニア ＢＢＢＢ 南９ 小口 ・ 内田 さくらだＳＴ
AAAA 南１０ 久住 ・ 土井 浦和むつみ ＢＢＢＢ 南１０ 金山 ・ 川田 青木ジュニア
AAAA 南１１ 永島 ・ 関 みぬま・大宮 ＢＢＢＢ 南１１ 渡辺 ・ 結束 岩槻ジュニア
AAAA 南１２ 飯原 ・ 野口 わかくさ ＢＢＢＢ 南１２ 中島 ・ 成毛 鳩ヶ谷
AAAA 南１３ 石川 ・ 丸山 栗橋ジュニア ＢＢＢＢ 南１３ 杉本 ・ 竹谷 杉戸ジュニア
AAAA 南１４ 土方 ・ 青木 大宮ジュニア ＢＢＢＢ 南１４ 加藤 ・ 梅島 芝ジュニア
AAAA 南１５ 神田 ・ 井本 鳩ヶ谷 ＢＢＢＢ 南１５ 小林 ・ 五味川 浦和むつみ
AAAA 南１６ 小倉 ・ 秋葉 岩槻ジュニア ＢＢＢＢ 南１６ 澤本 ・ 岡田 鳩ヶ谷

Ｃ. ５年生以上男子Ｃ. ５年生以上男子Ｃ. ５年生以上男子Ｃ. ５年生以上男子 Ｄ. ５年生以上女子Ｄ. ５年生以上女子Ｄ. ５年生以上女子Ｄ. ５年生以上女子
種目 順位 所属団名 種目 順位 所属団名

ＣＣＣＣ 南１ 戸谷 ・・・・ 中林 芝ジュニア ＤＤＤＤ 南１ 浅倉 ・・・・ 株本 わかくさ
ＣＣＣＣ 南２ 長 ・・・・ 田中 わかくさ ＤＤＤＤ 南２ 高橋 ・・・・ 矢作 わかくさ
ＣＣＣＣ 南３ 近藤 ・・・・ 江尻 杉戸ジュニア ＤＤＤＤ 南３ 小林 ・・・・ 柿沼 杉戸ジュニア
ＣＣＣＣ 南４ 濱野 ・・・・ 川上 芝ジュニア ＤＤＤＤ 南４ 黒坂 ・・・・ 八木 わかくさ
ＣＣＣＣ 南５ 在原 ・・・・ 石田 わかくさ ＤＤＤＤ 南５ 鈴木 ・・・・ 伊藤 西スポ
ＣＣＣＣ 南６ 原島 ・・・・ 白田 杉戸ジュニア ＤＤＤＤ 南６ 横倉 ・・・・ 加藤 わかくさ・青木
ＣＣＣＣ 南７ 原 ・・・・ 戸谷 芝ジュニア ＤＤＤＤ 南７ 土井 ・・・・ 鈴木 大宮ジュニア
ＣＣＣＣ 南８ 下栃棚 ・・・・ 吉田 わかくさ ＤＤＤＤ 南８ 鈴木 ・・・・ 大橋 杉戸ジュニア
ＣＣＣＣ 南９ 柳沼 ・・・・ 高倉 青木・西スポ ＤＤＤＤ 南９ 酒井 ・・・・ 西 高野ジュニア
ＣＣＣＣ 南１０ 小峰 ・・・・ 中島 大宮ジュニア ＤＤＤＤ 南１０ 石塚 ・・・・ 川田 青木ジュニア
ＣＣＣＣ 南１１ 古川 ・・・・ 横田 大宮ジュニア ＤＤＤＤ 南１１ 柳川 ・・・・ 小寺 大宮ジュニア
ＣＣＣＣ 南１２ 石塚 ・・・・ 山本 浦和むつみ ＤＤＤＤ 南１２ 西城 ・・・・ 齋藤 みぬま
ＣＣＣＣ 南１３ 尾上 ・・・・ 高須 浦和むつみ ＤＤＤＤ 南１３ 平田 ・・・・ 大熊 芝ジュニア
ＣＣＣＣ 南１４ 小倉 ・・・・ 大久保 浦和むつみ ＤＤＤＤ 南１４ 田中 ・・・・ 新井 芝ジュニア
ＣＣＣＣ 南１５ 成毛 ・・・・ 村瀬 鳩ヶ谷 ＤＤＤＤ 南１５ 嵐 ・・・・ 主藤 鳩ヶ谷
ＣＣＣＣ 南１６ 飯田 ・・・・ 若林 鳩ヶ谷 ＤＤＤＤ 南１６ 鷲見 ・・・・ 石田 芝ジュニア
ＣＣＣＣ 南１７ 前山 ・・・・ 本間 浦和むつみ ＤＤＤＤ 南１７ 唐津 ・・・・ 朝倉 栗橋ジュニア
ＣＣＣＣ 南１８ 若生 ・・・・ 手塚 青木ジュニア ＤＤＤＤ 南１８ 菓子 ・・・・ 星野 芝ジュニア
ＣＣＣＣ 南１９ 二戸 ・・・・ 下塩入 岩槻ジュニア ＤＤＤＤ 南１９ 倉松 ・・・・ 青木 杉戸ジュニア
ＣＣＣＣ 南２０ 池澤 ・・・・ 結束 岩槻ジュニア ＤＤＤＤ 南２０ 今村 ・・・・ 知久 栗橋ジュニア
ＣＣＣＣ 南２１ 岡安 ・・・・ 岡安 杉戸ジュニア ＤＤＤＤ 南２１ 岡安 ・・・・ 菅野 杉戸ジュニア
ＣＣＣＣ 南２２ 野口 ・・・・ 折原 高野ジュニア ＤＤＤＤ 南２２ 中原 ・・・・ 大橋 高野ジュニア
ＣＣＣＣ 南２３ 榎本 ・・・・ 武内 栗橋ジュニア ＤＤＤＤ 南２３ 瀬田 ・・・・ 木村 岩槻ジュニア
ＣＣＣＣ 南２４ 早船 ・・・・ 上村 浦和むつみ ＤＤＤＤ 南２４ 石塚 ・・・・ 中嶋 西スポ
ＣＣＣＣ 南２５ 半田 ・・・・ 荻野 岩槻ジュニア ＤＤＤＤ 南２５ 熊谷 ・・・・ 野田 浦和むつみ
ＣＣＣＣ 南２６ 重原 ・・・・ 蟹和 岩槻ジュニア ＤＤＤＤ 南２６ 高橋 ・・・・ 田村 わかくさ
ＣＣＣＣ 南２７ 沼沢 ・・・・ 穐田 浦和むつみ ＤＤＤＤ 南２７ 河内 ・・・・ 中島 鳩ヶ谷
ＣＣＣＣ 南２８ 倉持 ・・・・ 直井 栗橋ジュニア ＤＤＤＤ 南２８ 栗原 ・・・・ 塩澤 鳩ヶ谷
ＣＣＣＣ 南２９ 水口 ・・・・ 河合 大宮ジュニア ＤＤＤＤ 南２９ 田村 ・・・・ 沢登 わかくさ
ＣＣＣＣ 南３０ 篠田 ・・・・ 大津 岩槻・さくらだ ＤＤＤＤ 南３０ 市川 ・・・・ 長沼 岩槻・大宮
ＣＣＣＣ 南３１ 白田 ・・・・ 栗原 杉戸ジュニア ＤＤＤＤ 南３１ 飯田 ・・・・ 徳増 西スポ・さくらだ
ＣＣＣＣ 南３２ なし ・・・・ ＤＤＤＤ 南３２ 赤川 ・・・・ 西東 わかくさ

　　　（南部地区大会）　　　（南部地区大会）　　　（南部地区大会）　　　（南部地区大会）
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