
新人大会上位進出者一覧

1948
昭２３

1949
昭２４

1950
昭２５

1951 金子
昭２６ 石原
1952 山崎
昭２７ 富沢
1953 安井
昭２８ 栗田
1954 大　原
昭２９ 山　崎
1955 永　井 沖　田 田　島 後　口
昭３０ 比　企 荒　木 秋　山 小　沢
1956 鈴　木 中　田
昭３１ 内　田 真　尾
1957 細村
昭３２ 小暮
1958 新　井 大　木 鳥羽 榊原
昭３３ 芝　崎 大久保 吉田 竹内
1959 鳥羽 松　本 新　号
昭３４ 樋口 関　根 渡　辺
1960 富　田 新　号
昭３５ 渡　辺 関　根
1961 細　村 富　田 佐　藤
昭３６ 柴　崎 森　井 新　井
1962 長　島
昭３７ 清　水
1963 中　村 渡　辺
昭３８ 有　滝 橋　本
1964 山　崎 小　池 新　号 田　中 吉　沢 長　島 渡　辺 岡　部
昭３９ 平　山 杉　崎 長　島 国　吉 仲 渡　辺 小　高 小　林
1965 榎　原 杉　山 田　中 柿　沼 新　井 吉　沢 八　木 山　崎
昭４０ 小　川 岡　田 田　中 福　島 長　根 野　村 高　橋 大　館
1966 谷 小　池 野　口 大　塚 松　崎 新　井 山　口 山　城
昭４１ 石　川 加　藤 小　林 村　岡 田　島 長　根 根　岸 石　川
1967 大　塚 河　原 小　池 木　村 江　森 川　辺 桑　原 戸井田
昭４２ 村　岡 高　橋 加　藤 鈴　木 高　野 大　塚 大　沢 渡　辺
1968 金　井 桑　原 福　島 大　塚 荒　木 秋　間 加　藤 星　野
昭４３ 木　村 大　沢 飯　塚 大　塚 渡　辺 佐々木 根　岸 桑　野
1969 原　田 黒　川 長　沢 中　島 関　根 高　橋 森　村 中　村
昭４４ 市　川 細　沼 金　子 大　島 大　塚 黛 田　村 沢　田
1970 服　部 戸井田 高　柳 深　田 河　田 岩　崎 関　口 狩　野
昭４５ 柿　沼 大　館 松　本 柴生田 岡　本 中　山 鈴　木 石　井
1971 荒　木 高　柳 河　田 木　南 細　谷 大　野 酒　井 江　沢
昭４６ 三　村 松　本 羽　鳥 野　部 奥　泉 田　中 福　本 菅　原
1972 荒　木 荒　山 小宮山 綱　木 横　山 昼　間 大　島 中　島
昭４７ 金　子 菅　原 添　田 新　井 奥　泉 染　谷 野　口 高　沢
1973 土　田 松　本 酒　井 吉　田 矢　野 内　藤 押　田 柿　沢
昭４８ 白　田 池　田 吉　田 笠　原 山　下 松　江 橋　本 矢　島
1974 新　井 福　島 藤　川 沢　田 末　村 神　田 田　島 細　谷
昭４９ 大　島 綾　部 八　田 大　沢 三　谷 関　戸 奥　隅 斉　藤
1975 福　島 町　田 大　塚 富　田 関　口 町　田 河　田 関　根
昭５０ 綾　部 藤　原 耀 高　橋 新　井 福　本 大　島 斉　藤
1976 高　木 新　井 原　口 吉　田 小　暮 吉　田 河　田 水　落
昭５１ 大　野 新　井 大久保 吉　田 須　藤 竹　内 芝　崎 中　島
1977 市　川 河　田 今　栄 伊　藤 小　室 栗　原 福　島 有　安
昭５２ 関 芝　崎 中　川 永　瀬 北　村 福　嶋 大　野 内　野
1978 市　川 栗　原 藤　井 丹　下 能　見 嶋　田 原 鈴　木
昭５３ 福　嶋 永　瀬 武蔵谷 上　仲 今　村 中　島 笠　原 松　田
1979 浜　辺 比留間 藤　井 桜　井 水　田 福　島 蓮　沼 永　山
昭５４ 山　田 清　水 高　山 藤　木 中　島 高　橋 金　子 木　村
1980 坪　井 松　本 秋　元 丸　山 斉　藤 鈴　木 斉　藤 島　田
昭５５ 並　木 上　原 小　塙 木　村 高　山 長谷部 森 橋　本

川越女 松山女 川口女 越谷北星野女 星野女 岩槻商 蕨　高

星野女 岩槻商星野女 豊岡高 熊谷女 星野女 志木高 星野女

蕨　高 川口女 松山女 朝霞高川口女 寄居高 川越女 川口女

深谷一 上尾高川口女 川口女 浦和商 星野女 滑川高 松山女

秩父高 松山女 寄居高 飯能高松山女 熊谷女 浦和商 川口女

寄居高 川越女小川高 深谷商 熊谷女 川口女 熊市女 深谷商

上尾高 熊市女 星野女 小川高

鴻巣女 星野女寄居高 松山女 嵐山女 小川高 川越女 鴻巣女

川口女 春日女 川越女 星野女 越谷高

朝霞高 浦一女 熊市女 鴻巣女

小川高 浦和商熊谷女 松山女 松山女 松山女 小川高 児玉高

星野女 所沢高 小川高 川口女熊谷女 松山女 小川高 星野女

小川高 松山女熊谷女

松山女 浦和商川越女 松山女 熊谷女 松山女 熊谷女 幸手商

松山女 寄居高 児玉高 熊谷女小川高 川口女 川越女 小川高

松山女 熊谷女熊谷女 松山女 本庄高 松山女 松山女 松山女

松山女 熊谷女 熊谷女松山女 川口女 松山女 飯能高 松山女

川越女 熊谷女川越女 松山女 松山女 川越女 飯能高 熊谷女

松山女 飯能高 川越女飯能高 上尾高 久喜高 小川高 小川高

松山女

松山女 松山女

松山女 松山女

川越女 松山女 小川高

小川高 松山女 熊谷女 川越女

松山女 松山女熊谷女

松山女 本庄高

行田女

松山女

松山女 松山女本庄高 行田女

久喜高

本庄高
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1981 田　辺 丸　山 秋　田 永　瀬 依　光 宮　崎 池　田 富　田
昭５６ 田　中 木　村 古田島 内　田 大　島 竹　内 大　沢 阿　部
1982 清　水 坂　口 小　松 小　川 富　田 正　木 山　本 新　井
昭５７ 島　田 会　田 小　沢 飯　田 田　中 赤　羽 山　本 小　林
1983 荒　川 石　田 吉　田 中　野 増　田 浜　田 望　月 金　子
昭５８ 三　枝 田　端 佐　藤 曽　根 菅　原 矢　嶋 紺　野 浅　見
1984 今 浅　野 浜　田 飯　田 高　橋 村　田 成　田 松　田
昭５９ 藤　井 吉　田 矢　嶋 福　士 加　藤 近　沢 大久保 西佐古
1985 萩　原 加　藤 吉　原 村　田 加　藤 栗　島 佐　藤 松　崎
昭６０ 吉　沢 宮　沢 福　井 水　村 阿　部 瀬　山 丹　下 木　村
1986 徳　重 新　井 大　田 小　原 松　本 高　橋 渡　辺 飯　野
昭６１ 浅　川 木　村 関 輿　水 南　波 金　井 大久保 小田切
1987 中　山 飯　塚 山　崎 小　原 松　矢 柘　植 西　形 小　菅
昭６２ 阿　部 加　藤 斉　藤 輿　水 轟 藤　本 徳　永 山　田
1988 吉　成 谷　内 長谷見 塩　沢 浅　見 内　田 吉　田 吉　村
昭６３ 山　崎 森　杉 吉　野 山　田 松　本 矢　野 萩　原 境　野
1989 吉　田 矢　作 橋　本 對　馬 杉　山 須　長 横　田 杉　村
平 １ 隼　瀬 小　野 北　川 内　海 田　口 沼　尻 日野原 溝　上
1990 新　井 小　泉 佐　巻 宇津木 佐　藤 佐　藤 川　上 本　橋
平 ２ 角 西　澤 桜　川 及　川 新　井 笹　口 森　本 近　間
1991 桜　井 山　崎 佐　藤 山　本 稲　場 手　塚 石　川 中　里
平 ３ 島　野 野　沢 中　花 市　元 高　橋 丸　岡 猪　本 高　田
1992 小　山 小　林 篠　崎 中　崎 根　岸 大　木 山　崎 松　尾
平 ４ 岩　渕 五十嵐 山　中 須　藤 高　橋 江　口 荻　原 鈴　木
1993 横　溝 鈴　木 小久保 田　中 田　原 青　木 矢　作 村　岡
平 ５ 斉　藤 滑　川 岸　田 飯　野 柴　山 館　野 吉　澤 島　田
1994 新　井 結　城 山　代 荒　井 勝　股 島　田 菅　原 吉　田
平 ６ 西　村 土　屋 村　田 見　目 大　原 数　井 遠　藤 田　口
1995 関　根 中　村 安　達 宮　内 直　井 杉　田 桜　井 福　田
平 ７ 石　川 生父佐 宮　本 阿　部 佐　藤 本　多 大　島 宮　坂
1996 北　上 伊　藤 山　下 高　橋 大　野 斉　藤 須　藤 新　持
平 ８ 山　田 加　藤 大　沢 戸　張 大　野 柿　沼 桑　田 金　子
1997 大　野 加　藤 高　野 北　沢 針ヶ谷 間　宮 高　田 小久保
平 ９ 大　野 古　澤 新　江 小　宮 田　中 岡　田 岡　村 宮　内
1998 大　熊 佐　藤 飯　野 関　根 中　江 新　持 関　口 小　山
平１０ 湯　沢 三　井 小　宮 黒　須 岩　渕 小檜山 坂　田 久　住
1999 後　藤 斉　藤 菊　地 中　江 松　上 佐　藤 新　井 渡　辺
平１１ 桑　原 松　本 新　井 岩　渕 小　澤 大　橋 伊　藤 山　賀
2000 斉　藤 小　林 天　海 森　田 小　林 田　中 栗　原 清　水
平１２ 東　野 門　倉 櫻　井 新　井 金　子 立　澤 水　町 船　越
2001 井　上 大　橋 秋　元 佐　藤 岡　部 石　塚 田　中 宮　本
平１３ 和　田 石　川 柴　崎 塚　越 宮　前 高　橋 立　澤 小　川
2002 河　原 石　塚 大　塚 小野田 津久井 新　井 小　俣 鷲　崎
平１４ 田　岡 高　橋 贄　田 山　口 保　坂 利根田 内　野 柴　田
2003 河　原 上　原 鷲　崎 石　塚 小　林 芳　野 深　浦 椎　名
平１５ 田　岡 工　藤 柴　田 能　島 小　林 菊　地 大　丘 安　西
2004 伊　藤 待　井 高　橋 荻　野 宮　島 野　崎 大　野 石　丸
平１６ 榎　本 大　森 足　立 田　中 中　山 小　松 前　澤 金　子
2005 山　崎 樺　沢 菅　谷 浅　井 大　里 秋　山 鈴　木 小　暮
平１７ 工　藤 小　高 金　子 鈴　木 中　野 関 横　山 田　中
2006 山　崎 鈴　木 鈴　木 大　里 足　立 小　暮 松　浦 秋　山
平１８ 工　藤 天　沼 佐怒賀 岩　崎 山　岸 吉　田 横　山 荒　嶋
2007 鈴　木 酒　井 江　口 成　田 福　岡 中　村 坪　内 石　垣
平１９ 佐怒賀 岩　崎 清　水 安　藤 小　島 角　田 稲　岡 澁　澤
2008 新　井 古　川 成　田 市　川 林 金　子 田　中 笠　原
平２０ 関 恩　田 西　尾 成　田 津　田 齋　藤 日　原 古　川
2009 市　川 辻 日　置 堀　越 宮　前 田　中 座　間 加　藤
平２１ 栗　原 會　田 大　類 成　田 茂　木 戸野倉 川　筋 三　上
2010 田　中 犬　塚 岡　安 福　嶋 水　本 榎　本 増　田 千　葉
平２２ 井　上 戸　敷 畑　沢 大　塚 會　田 伊　藤 平　山 平　山
2011 板　垣 鳥　羽 中　村 川　島 折　橋 須　藤 千　葉 島　田
平２３ 三　浦 磯 坂　斎 岡　安 大　和 横　川 平　山 佐々木
2012 鳥　羽 大河内 村　上 板　垣 猪　狩 後　藤 輿　水 小　野
平２４ 磯 石　井 佐々木 三　浦 笠　井 関　口 礒ケ谷 佐　野
2013 株　本 北　山 安　藤 前　田 猪　狩 村　松 高　澤 権　田
平２５ 猪　野 田　畑 濵　名 前　田 笠　井 井　上 井　口 桑　原

岩月商 埼玉平成昌平高 埼玉平成 埼玉平成 南稜高 上尾高 星野女

上尾高 埼玉平成 久喜高 深谷商星野女 埼玉平成 星野高 上尾高

秋草学園 埼玉平成埼玉平成 川口総合 久喜高 熊谷女 岩槻商 朝霞高

星野高 武藏越生 埼玉平成 埼玉平成南稜高 昌平高 早大本庄 久喜高

上尾高 久喜高川口総合岩槻商岩槻商 埼玉平成

本庄一 埼玉平成 埼玉平成 朝霞高深谷商 岩槻商 早大本庄 深谷商

浦和一女 深谷商

深谷商川口総合 上尾高 埼玉平成 浦和一女

埼玉平成 春日部女川口総合 上尾高 川口総合 上尾高 星野高 川口総合

志木高 埼玉平成 星野高

川口総合川口総合 星野高 本庄一 岩槻商

川越南 岩槻商川口総合 上尾高 星野高 川口総合 埼玉平成 岩槻商

埼玉平成上尾高 春日部女

久喜高上尾高 上尾高 星野高 春日部女

岩槻商 星野女上尾高 星野女 星野女 岩槻商 星野女 上尾高

志木高久喜高 埼玉平成

星野女上尾高 志木高 久喜高 松山女

大宮開成 深谷商久喜高 久喜高 春日部女 埼玉平成 岩槻商 春日部女

春日部女松山女 星野女

上尾高上尾高 星野女 久喜高 久喜高

浦和一女 春日部女久喜高 星野女 武蔵越生 大宮開成 久喜高 埼玉高

久喜高埼玉高 星野女

岩槻商岩槻商 春日部女 上尾高 武蔵越生

大宮開成 埼玉高上尾高 上尾高 上尾高 上尾高 岩槻商 岩槻商

大宮開成春日部女 大宮開成

春日部女星野女 星野女 星野女 岩槻商

大宮開成 岩槻商上尾高 川口女 星野女 上尾高 志木高 埼玉高

武蔵越生獨協埼玉 星野女

深谷商星野女 松山女 開成高 開成高 本庄女 市川口 星野女

星野女 川越女 志木高大宮開成 大宮開成 埼玉高 星野女 岩槻商

本庄女 大宮高岩槻商 深谷商星野女 開成高 開成高 本庄女

星野女 岩槻商星野女 本庄女 星野女 本庄女

岩槻商 秋草高星野女 星野女 岩槻商 星野女 岩槻商 小松女

本庄女 熊谷女

松山女 星野女 開成高 川口女岩槻商 志木高 岩槻商 星野女

星野女 星野女 星野女 大宮西星野女 志木高 深谷商 川口女

星野女 深谷商 幸手商 本庄女川口女 岩槻商 星野女 星野女

熊谷女 川越女星野女 星野女 星野女 星野女 本庄女 川口女

星野女 星野女 市川口 星野女大宮西 星野女 深谷商 深谷商

滑川高 浦一女星野女 本庄女 星野女 星野女 星野女 星野女

鴻巣高 川越商 川越商 星野女星野女 星野女 星野女 浦一女

川口女 秩父高星野女 星野女 上尾高 川口女 星野女 星野女

第　　３　　位 ＢＥＳＴ８優　　勝 第２位
個人戦の部



新人大会上位進出者一覧

2014 前　田 佐　藤 渡　辺 村　田 八　木 有　井 北　山 株　本
平２６ 前　田 赤　司 川　村 今　井 磯 竹　澤 田　畑 岡　村
2015 八　木 神　庭 株　本 有　井 並　木 平　田 高　野 小　島
平２７ 磯 高　野 岡　村 竹　澤 小長谷 榊　田 河　内 黒　田
2016
平２８

2017
平２９

2018
平３０

2019
平３１

2020
平３２

2021
平３３

2022
平３４

2023
平３５

2024
平３６

2025
平３７

2026
平３８

2027
平３９

2028
平４０

2029
平４１

2030
平４２

2031
平４３

2032
平４４

2033
平４５

2034
平４６

2035
平４７

2036
平４８

2037
平４９

2038
平５０

2039
平５１

2040
平５２

2041
平５３

2042
平５４

2043
平５５

2044
平５６

2045
平５７

2046
平５８

個人戦の部
優　　勝 第２位 第　　３　　位 ＢＥＳＴ８

星野高 埼玉平成 星野高

昌平高 星野高 星野高 星野高 坂戸西 川口総合 大妻嵐山 秋草学園

上尾高 埼玉平成 川口総合 上尾高 昌平高


