
年　度 優 秀 校 優　秀　選　手 優 秀 校 優　秀　選　手

平成６ 明　星 須　田　和　光（明　　星） 文大杉並 大須賀　麗　子（文大杉並）

高　田　好　啓（拓 大 一） 里　見　亜紀子（佼成女子）

平成７ 明　星 金　家　明　雄（明　　星） 文大杉並 小　林　奈緒子（文大杉並）

安　藤　　　功（明　　星） 小　峰　エ　ミ（文大杉並）

平成８ 明　星 澤　田　俊　祐（明　　星） 佼成女子 萩　原　理　沙（佼成女子）

古　賀　直　哉（明　　星） 木　村　麻衣子（文大杉並）

平成９ 明　星 吉　田　識　孝（明　　星） 文大杉並 小　川　しのぶ（文大杉並）

町　出　智　也（明　　星） 安　藤　　　瞳（白梅学園）

平成10 明　星 小　野　　　章（明　　星） 文大杉並 竹　下　さとみ（文大杉並）

武　藤　和　之（拓 大 一） 中　村　真奈美（文大杉並）

平成11 明　星 金　林　順　平（明　　星） 文大杉並 草　原　麻　奈（文大杉並）

鈴　木　　　守（町 田 工） 岡　崎　美　樹（文大杉並）

平成12 明　星 渡　辺　　　徹（明　　星） 文大杉並 澤　井　明日香（文大杉並）

大　阪　直　樹（明　　星） 野　島　さやか（佼成女子）

平成13 安田学園 市　川　聖　雪（安田学園） 文大杉並 高　田　裕　梨（文大杉並）

竹　内　良太郎（安田学園） 伊　藤　瑞　夏（佼成女子）

平成14 明　星 伊　藤　　　匠（明　　星） 文大杉並 萩　原　麻　美（文大杉並）

鈴　木　哲　也（明　　星） 横　山　亜優子（佼成女子）

平成15 明　星 石　川　宙　希（明　　星） 文大杉並 尾　高　夕　華（文大杉並）

横　田　和　也（明　　星） 山　田　亜　弓（佼成女子）

平成16 明　星 庚　塚　真　吾（明　　星） 白梅学園 渡　邉　愛　美（白梅学園）

西　野　信　吾（明　　星） 松　本　知　佳（佼成女子）

平成17 明　星 高根澤　雄　也（明　　星） 白梅学園 貫　井　麻　未（白梅学園）

垂　水　　　淳（東海大菅生） 文大杉並 小　林　美　輪（文大杉並）

平成18 明　星 角　屋　亮　介（明　　星） 文大杉並 常　永　千　里（文大杉並）

三　上　龍　一（明　　星） 高　橋　友　華（文大杉並）

平成19 明　星 丸　山　　　謙（明　　星） 文大杉並 小　川　真　理（文大杉並）

加　藤　典　之（東海大菅生） 黒　川　真　帆（文大杉並）

平成20 明　星 高　橋　成　将（明　　星） 文大杉並 栗　田　夕　貴（文大杉並）

高　田　　　剣（明　　星） 大　場　帆　海（文大杉並）

平成21 明　星 越前谷　洋　明（明　　星） 佼成女子 笠　木　美　希（佼成女子）

青　木　翔太郎（明　　星） 三　間　悠　加（佼成女子）

平成22 都東大和 林　　　克　彦（都東大和） 文大杉並 足　立　未　奈（文大杉並）

比留間　啓　太（都東大和） 中　村　光　代（文大杉並）



平成23 明　星 喜　多　勇　介（明　　星） 佼成女子 松　原　早　希（佼成女子）

小　林　優　介（明　　星） 夏　目　真　咲（佼成女子）

平成24 明　星 柏　﨑　空　良（明　　星） 佼成女子 信　太　香　佳（佼成女子）

大　野　淳　吾（明　　星） 安　田　絢　恵（白梅学園）

平成25 都東大和 緒　方　雄　人（都東大和） 佼成女子 シ　ン　愛美香（佼成女子）

木ノ内　優　樹（明　　星） 川　上　智菜美（佼成女子）

明　星 大　木　敏　生（明　　星） 佼成女子 富　永　穂　香（佼成女子）

清　水　将　貴（昭和第一学園） 白梅学園 八　木　晴　菜（佼成女子）

明　星 服　部　　　将（明　　星） 佼成女子 初　見　実椰子（佼成女子）

平　野　竜　希（昭和第一学園） 白梅学園 橋　爪　空瑠美（白梅学園）

平成26

全日本選手（U18)として国際大会に出場

河原畑祐子(佼成女子)　斗米菜月(佼成女子)　初見実椰子(佼成女子)　青麗子(白梅学園)

平成27

青麗子（白梅学園・U20）

山田美穂(佼成女子・U18)　吉田瑞萌(佼成女子・U18)　金城ありさ(佼成女子・U18･U16)



＜平成21年度＞　男　　子 　　　　　女　　子

ＧＫ 齋　藤　正　明（明　　星） ＣＰ 角　屋　里　帆（佼成女子）

近　藤　雅　典（早稲田実業） 松　村　杏　里（佼成女子）

ＣＰ 石　原　直　樹（明　　星） 小　高　真　唯（佼成女子）

田　口　貴　仁（明　　星） 清　水　友　紀（佼成女子）

武　川　翔　平（明　　星） 大　野　詩　音（佼成女子）

岡　本　一　貴（東海大菅生） 千　葉　樹里子（文大杉並）

小　山　彰　太（東海大菅生） 徳　水　詩　織（佼成女子）

＜平成22年度＞　男　　子 　　　　　女　　子

ＧＫ 鈴　岡　勇　棋（東海大菅生） ＧＫ 渡　邊　江里子（文大杉並）

ＣＰ 扇　山　大　輝（都江戸川） ＣＰ 高　宮　　　咲（文大杉並）

荒　川　蔵　人（佼成学園） 関　根　真悠子（文大杉並）

廣　部　陽　介（城　　北） 橋　本　　　彩（佼成女子）

斎　藤　誠　弘（都東大和） 中　田　知　江（佼成女子）

村　野　尚　久（都東大和） 徳　水　詩　織（佼成女子）

鐘　推　史　規（都東大和） 礒　　　真　美（白梅学園）

＜平成23年度＞　男　　子 　　　　　女　　子

ＧＫ 岩　下　　　賢（東海大菅生） ＣＰ 笠　木　映　李（佼成女子）

ＣＰ 伴　場　史　也（東海大菅生） 江　口　佳　奈（佼成女子）

菊　地　瑛　哉（明　　星） 今　枝　真　子（佼成女子）

本　間　　　翼（明　　星） 松　澤　杏　奈（佼成女子）

平　井　佑　典（明　　星） 小　坂　　　楓（佼成女子）

鈴　木　悠　希（明　　星） 岩　﨑　里　奈（白梅学園）

越　智　直　人（都東大和） 星　野　千　春（白梅学園）

＜平成24年度＞　男　　子 　　　　　女　　子

ＧＫ 宮　内　優　樹（早稲田実業） ＧＫ 金　丸　明　菜（佼成女子）

ＣＰ 中　野　祐　太（都江戸川） ＣＰ 岸　　　梨　花（佼成女子）

高　橋　　　和（昭和第一学園） 三　田　未　稀（佼成女子）

中　村　亮　介（安田学園） 小　高　怜　美（佼成女子）

篠　崎　晴　喜（明　　星） 山　本　　　薫（佼成女子）

小　澤　哲　哉（明　　星） 角　和　愛　理（白梅学園）

石　原　賢　治（明　　星） 小　口　舞　子（明　　星）



＜平成25年度＞　男　　子 　　　　　女　　子

ＧＫ 濱　田　宗　典（明　　星） ＧＫ 森　下　紗　帆（文大杉並）

小　川　拓　海（安田学園） ＣＰ 長谷川　小　夏（佼成女子）

ＣＰ 知　念　風　磨（都東大和） 亀　井　杏　花（佼成女子）

藤　野　匡　輔（都東大和） 高　野　眞　希（佼成女子）

青　木　　　僚（都東大和） 三　橋　未　来（佼成女子）

福　地　颯　太（明　　星） 安　藤　万衣子（文大杉並）

桑　原　雅　哉（明　　星） 松　本　理　咲（明　　星）

小　池　翔　悟（都 小 平）

＜平成26年度＞　男　　子 　　　　　女　　子

ＧＫ 青　木　拓　史（昭和第一学園） ＧＫ 田　代　真　樹（佼成女子）

ＣＰ 染　谷　卓　人（明　　星） ＧＫ 大沢　アビ直美（佼成女子）

牧　野　真　希（明　　星） ＣＰ 江　島　朋　夏（佼成女子）

前　原　紀　之（都東大和） 大　谷　真　央（佼成女子）

渡　辺　　　紘（都東大和） 新　谷　梨　乃（佼成女子）

高　林　蓮太郎（昭和第一学園） 大　畠　虹　帆（佼成女子）

渡　辺　優　太（昭和第一学園） 橋　爪　空瑠美（白梅学園）

＜平成27年度＞　男　　子 　　　　　女　　子

ＧＫ 中　野　龍　斗（昭和第一学園） ＧＫ 大沢　アビ直美（佼成女子）

ＣＰ 岩　田　大　貴（明　　星） 鈴　木　梨　美（佼成女子）

鈴　木　正　明（明　　星） 中　村　千　穂（白梅学園）

山　野　秀　介（都東大和） ＣＰ 五十嵐　麗　奈（佼成女子）

清　原　秀　介（早稲田実業） 奈　良　萌々子（佼成女子）

横　山　拓　斗（都江戸川） 櫛　田　明日菜（白梅学園）

乙　坂　　　優（都江戸川） 並　木　まゆり（白梅学園）


