
全国高校選抜大会埼玉県代表校成績一覧

回 関東選抜 出場校 全国選抜

数 会場 （顧問） 会場
松　山　女 福島美津子 町田千恵子 吉野　 広美 長谷部恵子

(神田一二三) 綾部 　広美 福本 　光代 市川　 葉子 高橋 　明美
松　山　女 長谷部恵子 吉野　 広美 吉田　 房代 内藤久美子

(神田一二三) 高橋 　明美 渡辺　 章子 吉田　 律子 石井 　　 恵
川　口　女 市川あけみ 栗原　 理恵 伊藤　 千恵 斉藤　 弘美

（井下洪平） 関 　　俊子 福島　 泰美 永瀬　 由美 吉田　 弓子
川　口　女 市川あけみ 栗原　 理恵 鈴木　 貴子 宮崎　 直子

（井下洪平） 福島　 泰美 永瀬　 由美 遠藤千鶴子 金子　 昌代
星　野　女 浜辺真由美 比留間明美 酒本　 文子 鈴木　 宏美

（佐々木朗） 山田　 秀子 清水　 静子 近藤　 洋子 長谷部富美子
星　野　女 坪井　 恵子 鈴木　 宏美 斉藤　 純子 秋田久美子

（佐々木朗） 並木加津代 長谷部富美子 森　　  浩子 古田島博美
星　野　女 田辺みね子 秋田久美子 丸山　 　 恵 富田　 敦子

（佐々木朗） 田中美由紀 岸田　 智子 木村嘉代子 島田　 真澄
星　野　女 富田　 敦子 清水　 宏美 池田　 幸子 宮田　 典子

（佐々木朗） 田中美由紀 島田　 真澄 重田富美子 阿部多孝子
星　野　女 正木　 郁子 石田　 洋子 増田　 真弓 岡田　 祥子

（佐々木朗） 赤羽 さなえ 田幡　 久恵 菅原　 由美 浅見貴美江
星　野　女 飯田　 初美 高橋　 真澄 今　　 利子 加藤　 朋子

（佐々木朗） 福士　 聡子 加藤　 好美 藤井　 理絵 阿部　 昭子
星　野　女 加藤　 朋子 高橋　 真澄 吉原　 直美 田中　 聡美

（落合弘幸） 阿部　 昭子 加藤　 好美 福井恵美子 浅川　 聡子
本　庄　女 松本千亜紀 香取　 砂織 伊藤日出子 大沢　 明美

（福島直孝） 南波　 洋子 馬場　 之子 柴崎　 　 恵 強矢喜美子
星　野　女 高田　 園子 柘植　 圭子 小原　 智子 新井　 祥美

（神谷琢郎） 早川 るり子 藤本　 有子 中島 ちとせ 山崎由理香
星　野　女 吉成　 直子 吉田　さおり 内田　 暁子 森沢　 　 恵

（落合弘幸） 山崎由理香 松本　 直美 矢野　 満美 隼瀬　 恵美
星　野　女 吉田　さおり 小泉　 昌子 新井　 優子 森沢　 　 恵

（神谷琢郎） 隼瀬　 恵美 大八木三穂 角 　　 清香 根岸　 さくら
星　野　女 小泉　 昌子 新井　 優子 宇津木利佳子 石黒　 優子

（森岡裕之） 西澤　 美樹 角 　　 清香 及川　 靖江 島田　 早苗
大宮開成 佐藤　 友美 山本　 里美 森本　 久美 志賀 みゆき

（徳留利則） 中花裕美子 市元　 若菜 萩原美智華 井手 さやか
岩　槻　商 川瀬　 由季 稲葉　 美保 鑓田 かおる 小林　 志乃

（増田孝夫） 野本美代子 山崎 ゆかり 綿貫小夜子 大塚真由美
星　野　女 篠崎　 奈緒 田原　 恵美 飯野　 幸代 山代由紀子

（森岡裕之） 山中美智子 柴山　 菜穂 田中　 弥生 村田　 洋美
星　野　女 山代由紀子 鈴木　 順子 肥沼　 政枝 関根　 真季

（森岡裕之） 村田　 洋美 椎原　 千絵 鈴木真理子 小沢　 美穂
星　野　女 関根　 真季 安達　 知里 田中　 景子 杉田　 美香

（森岡裕之） 石川　 恵美 生父佐珠樹 樋口　 美雪 本多　 圭子
岩　槻　商 大野　 理紗 清野　 裕子 小久保美幸 斉藤　 千春
（小川　忠） 阿部美奈子 大野　 理奈 宮内　 知子 清野　 葉子
上　尾　高 高野　 淳子 山下　 絵美 雨宮美穂子 小林　  　恵
（青柳　茂） 新江　 紀子 石井真樹子 寺内　 紘子 白石　 奈々
久　喜　高 大熊　美穂 中江　理恵 坂本麻里絵 菊地　悠子
（斎藤　修） 湯沢　　 瞳 松本つかさ 斎藤美奈子 山口　恵美
久　喜　高 中江　理恵 斎藤　由香 新井麻理子 小林　　 薫
（斎藤　修） 岩渕　夢菜 松本つかさ 伊藤美恵子 新井　 　悠
春日部女 天海　美帆 田中　美恵 島根 　嘉子 岩崎　 理恵

（増田孝夫） 櫻井     愛 立澤　麻美 高野亜結美 是枝杏代子
志　木　高 大橋めぐみ 青山　 友美 赤岡　 彩奈 成田 　明子

（井上賢司） 石川 　　恵 相澤香奈江 堀川　 由美 柴田　　　瞳
上　尾　高 上原　絵里 河原　由実 新井　絵里 内田　 友理
（青柳　茂） 工藤　育美 田岡　真衣 利根田裕子 高橋　　美穂

年　度 女　　　　子　　　　選　　　　手　　　　名 成績

1 昭50 1975 東京 第２位 Best８ 京　都

2 昭51 1976 東京 第５位 × 東　京

東　京

4 昭53 1978 東京 優　勝 準優勝 大　阪

3 昭52 1977 東京 第５位 ×

東　京

6 昭55 1980 群馬 第５位 × 岐阜・大垣

5 昭54 1979 東京 第５位 ×

埼玉・上尾

8 昭57 1982 千葉 第２位 第３位 名古屋

7 昭56 1981 埼玉 第３位 Best８

名古屋

10 昭59 1984 神奈川 第５位 × 名古屋

9 昭58 1983 茨城 第３位 Best16

名古屋

12 昭61 1986 山梨 第５位 × 名古屋

11 昭60 1985 栃木 第５位 ×

名古屋

14 昭63 1988 埼玉 第５位 × 名古屋

13 昭62 1987 群馬 第２位 Best８

名古屋

16 平２ 1990 千葉 第３位 Best16 名古屋

15 平１ 1989 東京 第３位 Best16

名古屋

18 平４ 1992 神奈川 第３位 １回戦 名古屋

17 平３ 1991 茨城 第３位 １回戦

名古屋

20 平６ 1994 栃木 第５位 １回戦 名古屋

19 平５ 1993 山梨 第２位 Best16

名古屋

22 平８ 1996 東京 第３位 Best16 名古屋

21 平７ 1995 群馬 第７位 ×

名古屋

24 平10 1998 東京 第２位 １回戦 名古屋

23 平９ 1997 東京 第５位 １回戦

名古屋

26 平12 2000 東京 第３位 Best16 名古屋

25 平11 1999 東京 優　勝 Best16

名古屋

28 平14 2002 東京 第３位 １回戦 名古屋

27 平13 2001 東京 第５位 １回戦

本大会

　※　関東選抜大会で色が塗られていないのは予選通過できなかったことを示す。
　※　全国大会の欄で×印は、関東選抜大会で予選通過できず、全国大会出場できなかったことを示す。
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回 関東選抜 出場校 全国選抜

数 会場 （顧問） 会場
上　尾　高 上原　絵里 河原　由実 待井　智美 高橋　美穂
（青柳　茂） 工藤　育美 田岡　真衣 大森奈々絵 福島　綾香
星　野　高 鷲崎　友姫 加賀美紗子 高橋佳央里 小林さやか

（森岡裕之） 柴田　理菜 金子　　  恵 森相　 友幾 清水　美佳
上　尾　高 待井　智美 五ノ井優子 新井　結花 福島　綾香
（青柳　茂） 大森奈々絵 高木みどり 深瀬　真希 三野　渚沙
埼玉平成 宮島　梨沙 坂光　香織 鈴木　結香 水上由貴奈

（今村昌司） 中山　　 愛 西島　亜紀 横山　千鶴 大塚麻梨子
上　尾　高 岩崎　美生 鈴木　里々 渕上　祐衣 大里　弥生
（大塚　隆） 深瀬　真希 田村　祥子 大村　麻梨 中野　亜美
埼玉平成 鈴木　結香 野口　玲奈 水上由貴奈 松浦　友香

（今村昌司） 横山　千鶴 西島　亜紀 西川久美子 横山友香里
上　尾　高 鈴木　里々 大里　弥生 酒井　美緒 松本沙智恵
（大塚　隆） 天沼　千春 中野　亜美 田村　祥子 岩崎　奈生
川口総合 山崎恵美里 鈴木　直子 小暮亜優美 伊藤　　 玲

（井下洪平） 工藤　美雪 佐怒賀玲奈 吉田夕美香 野口　夏生
川口総合 鈴木　直子 田中　千晶 伊藤　　 玲 小柳 さゆり

（井下洪平） 佐怒賀玲奈 野口　夏生 中島　絵湖 福田　夏季
埼玉平成 江口　美花 中村　めい 古川　結衣 鈴木　詩織

（今村昌司） 清水　愛望 角田　　萌 恩田加奈子 北田　菜摘
埼玉平成 古川　結衣 吉野小百合 荒井理紗子 清水　舞希

（今村昌司） 恩田加奈子 戸野倉まみ 上野　梨菜 高橋　 　茜
岩　槻　商 新井　花奈 辻　みなみ 棚澤　彩花 松本　愛美

（山下研二） 関　美穂子 永嶋　　 舞 坂田　璃那 斉藤　柚季
埼玉平成 田中　千尋 有井ほのか 岸野　凌子 井上　涼香

（今村昌司） 戸野倉まみ 川筋　美紀 清水　舞希 座間　奈美
岩　槻　商 辻　みなみ 棚澤　彩花 松本　愛美 熊井　奈々

（山下研二） 會田　奈緒 山口明日香 坂田　璃那 斉藤　柚季
埼玉平成 田中　千尋 岸野　凌子 島田　礼実 千葉あすか

（今村昌司） 井上　涼香 平山　七海 井上　　 愛 小山　美月
久　喜　高 岡安　優希 福井　　 彩 稲葉優美香 斉藤　里沙

（福嶋清光） 畑沢　法子 川島　彩希 谷口　　繭 小野寺杏未
埼玉平成 島田　礼実 千葉あすか 大河内唯花 森下　愛美

（今村昌司） 佐々木智花 平山　七海 石井　　 舞 佐野あかね
昌　平　高 磯　もなほ 星野　祐奈 松本　紗香 折原　彩香
(土橋英光) 鳥羽日佳里 土橋　莉加 細井　菜央
星 野 高 株本　瑞香 後藤　紗樹 高野真里奈 志水　裕香

（神谷琢郎） 猪野あかり 関口　瑞帆 宮岡　南奈 黒木　理沙
上　尾　高 猪狩　 　星 須賀　碧衣 永森真祐子 小林　成美

（増田隆行） 笠井　英美 関口　佳奈 本田　彩奈 武藤　彩乃
川口総合 関田　彩花 渡辺久美子 村田　奈々 福田まりあ

（石井弘幸） 細井　梨菜 川村奈央 樋口　碧海 前野　早苗
上　尾　高 猪狩 　　星 前田　彩香 村田　美波 大澤日菜子

（増田隆行） 笠井　英美 前田　優香 関口　佳奈 今井　沙紀
川口総合 渡辺久美子 熊谷　琴音 相原　朱里 長岡友佳里

（石井弘幸） 川村　奈央 小松　由奈 榊田　夏希 星　優里奈
埼玉平成 佐藤　朋美 北山　花梨 江口　直子 村松　綾音

（今村昌司） 赤司日向子 田畑侑里香 井上　桃香 丸山彩也夏
星 野 高 有井そよか 神庭　萌乃 株本　麻央 田中　美帆

（神谷琢郎） 竹澤　侑希 髙野　彩綺 岡村　美佳 榎本　悠菜
埼玉平成 井上　愛梨 古内　琴美 山口香代子 佐々木愛莉

（今村昌司） 北井　萌香 古橋　里珠 町田みなみ 金子梨里花

２回戦 ×

31 平17 2005 群馬
第５位 １回戦

名古屋

１回戦 ×

30 平16 2004 東京
２回戦 ×

名古屋

29 平15 2003 栃木
第２位 １回戦

第３位 Best８

33 平19 2007 茨城
１回戦 ×

名古屋

１回戦 ×

32 平18 2006 東京
第２位 １回戦

名古屋

１回戦 ×

35 平2１ 2009 神奈川
第７位 ×

名古屋

１回戦 ×

34 平20 2008 東京
第３位 １回戦

名古屋

第３位

37 平2３ 2011 千葉
第５位

名古屋

第５位

36 平2２ 2010 東京
１回戦 ×

名古屋

１回戦 ×

39 平2５ 2013 山梨
第５位 １回戦

名古屋

１回戦 ×

38 平2４ 2012 群馬
１回戦 ×

名古屋

41 平２７ 2015 埼玉
第７位 ×

名古屋

第３位 １回戦

40 平２６ 2014 東京
第７位 ×

名古屋

年　度 女　　　　子　　　　選　　　　手　　　　名 成績 本大会

名古屋

１回戦 ×

42 平２８ 2016 東京 名古屋

第３位 ２回戦
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