
回 1位 監督 2位 監督 3位 監督 4位 監督 5位 監督

1 S41 陽北 大渕博司 坂西 斉藤一

2 S42 陽北 山田進久 坂西 斉藤一

3 S43 大平 島田貞男

4 S44 大平 竹田安男 寺尾 島田貞男

5 S45 大平 渡部建夫 上河内 島田貞男

6 S46 大平 島田貞男 陽南 細内孝男 毛野 田野　晨

7 S47 大平 島田貞男 横川 橿渕正一

8 S48 大平 島田貞男 陽東 高瀬佳一

9 S49 陽東 高瀬佳一 栃木東 竹田安男 大平(推薦） 島田貞男

10 S50 横川 橿渕正一 陽東 高瀬佳一 陽北 鈴木克子 大平(推薦) 島田貞男

11 S51 栃木東 竹田安男 大平 島田貞男 横川(推薦) 西村栄次

12 S52 吾妻 若田部美代子 大平 島田貞男

13 S53 大平 島田貞男 宮の原 細内孝男

14 S54 大平 島田貞男 佐野南 田村美奈男

15 S55 大平 酒巻新一 吾妻 若田部美代子

16 S56 大平 葦名靖治 佐野城東 畑　哲夫 宮の原 細内孝男

17 S57 吾妻 若田部美代子 佐野城東 畑　哲夫 雀宮 村上容子 吹上 佐藤繁春

18 S58 吹上 佐藤繁春 大平 葦名靖治 佐野城東 畑　哲夫

19 S59 宮の原 細内孝男 佐野城東 小竹利美 壬生 野口千明

20 S60 吹上 佐藤繁春 陽北 磐井征四郎 瑞穂野 橿渕正一

21 S61 壬生 野口千明 栃木西 金沢長年 陽北 磐井征四郎

22 S62 石橋 山口幸雄 宮の原 渡部建夫 山辺 毛塚淳司

23 S63 大平 葦名靖治 都賀 畑　哲夫 河内 伊東泰之

24 H1 都賀 竹田昌彦 足利三 星野光行 河内 伊東泰之

25 H2 石橋 森下健二 小山二 金森　宏 河内 伊東泰之 豊郷 飯島祐子

26 H3 都賀 竹田昌彦 栃木東 赤羽根康始 大平 中島浩之

27 H4 河内 伊東泰之 豊郷 高久昌一 山辺 毛塚淳司

28 H5 栃木東 赤羽根康始 陽南 甲賀健一郎 河内 伊東泰之

29 H6 南犬飼 野口千明 清原 田村　一 栃木東 江田　諭

30 H7 清原 甲賀健一郎 都賀 竹田昌彦 大平 新村邦夫

31 H8 壬生 山口幸雄 清原 甲賀健一郎 藤原 齋藤孝雄 大平 竹田昌彦

32 H9 大平 竹田昌彦 清原 甲賀健一郎 吾妻 星野智則

33 H10 大平 竹田昌彦 陽南 小川博司 佐野南 木村　豊 陽西 加藤悦宏

34 H11 陽南 小川博司 佐野北 岡部孝雄 佐野南 井上裕一

35 H12 協和 沖山　磨 若松原 田崎　透 河内 仲山優子

36 H13 陽南 小川博司 清原 長谷川征史 大平 竹田昌彦

37 H14 大平 竹田昌彦 陽南 小川博司 清原 長谷川征史

38 H15 河内 伊東泰之 若松原 田崎　透 清原 長谷川征史

39 H16 宮の原 北條孝夫 大平 竹田昌彦 河内 伊東泰之

40 H17 清原 長谷川征史 大平 黒野　孝 壬生 金久保雅彦

41 H18 河内・国本 伊東泰之・諏訪修一 陽南 川俣和則 大平 生井富雄 清原 小川祥子 陽東 上野浩孝

42 H19 清原 田村昌大 陽南 川俣和則 石橋 青木　圭

43 H20 清原 田村昌大 陽南 恩田敬徳 栃木南 江田　諭

44 H21 宮の原 庄司和弘 陽東 上野浩孝 陽南 恩田敬徳

45 H22 国本 手塚千貴 大平 生井富雄 陽東 上野浩孝

46 H23 宮の原 庄司和弘 陽南 恩田敬徳 国本 手塚千貴

47 H24 古里 村井　信也 清原 山縣　正治 星が丘 手塚千貴

48 H25 陽南 柴内美奈子 清原 山縣　正治 都賀 富永　早苗

49 H26 宮の原 庄司和弘 清原 山縣　正治 陽南 恩田敬徳 陽東 田村昌大 古里 加藤克徳

50 H27 陽南 恩田敬徳 古里 石川直人 星が丘 手塚千貴

51 H28 陽南 磯　健人 姿川 上野浩孝 星が丘 手塚千貴

52 H29 宮の原 恩田敬徳 国本 鈴木研二 姿川 上野浩孝
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回 1位 監督 2位 監督 3位 監督 4位 監督 5位 監督

1 S41 茂木 刑部　昱 南河内 飯野不二麿

2 S42 茂木 刑部　昱 陽南 細内孝男

3 S43 茂木 刑部　昱

4 S44 大平 佐藤繁春 茂木 刑部　麿

5 S45 茂木 刑部　昱 芳賀 岡崎　英

6 S46 大平 佐藤繁春 栃木東 竹田安男 西那須野 岡野文子 茂木9人制推薦 岡崎　英

7 S47 大平 佐藤繁春 鹿沼西 須藤　稔

8 S48 茂木 刑部　昱 黒羽 磯飛　勇

9 S49 大平 佐藤繁春 茂木 刑部　昱

10 S50 茂木 刑部　昱 陽東 浜田友之 大平 佐藤繁春

11 S51 芳賀 岡崎　英 星が丘 平田　實

12 S52 佐野南 野島忠夫 栃木東 竹田安男

13 S53 星が丘 平田　實 真岡 刑部　昱

14 S54 真岡 刑部　昱 芳賀 岡崎　英

15 S55 真岡 刑部　昱 星が丘 平田　實

16 S56 鹿沼東 星野一之 坂西 穴水　誠 黒磯 市村正司 真岡(推薦) 刑部　昱

17 S57 真岡 刑部　昱 宮の原 吉野恭輔 雀宮 橿渕正一 北犬飼 鈴木節也

18 S58 真岡 刑部　昱 宮の原 吉野恭輔 姿川 佐々木信夫

19 S59 真岡 石原正巳 真岡東 橋本義彦 宮の原 吉野恭輔

20 S60 真岡東 橋本義彦 真岡 石川一夫 宮の原 吉野恭輔

21 S61 宮の原 吉野恭輔 真岡東 橋本義彦 陽北 川又正吉

22 S62 宮の原 手塚二郎 絹 佐々木　順 粕尾 細田美智恵

23 S63 岩舟 山田恒夫 宮の原 内田暁子 一条 山縣正治

24 H1 若松原 吉野恭輔 藤岡第一 稲葉善宏 芳賀 涌井俊一

25 H2 陽東 飛田俊夫 藤岡第一 稲葉善宏 若松原 吉野恭輔 鹿沼西 橋本和久

26 H3 陽東 諏訪修一 藤岡第一 稲葉善宏 若松原 吉野恭輔

27 H4 若松原 吉野恭輔 藤岡第一 稲葉善宏 陽南 北條孝夫

28 H5 岩舟 布施木康友 若松原 吉野恭輔 陽南 北條孝夫

29 H6 宝木 飛田俊夫 真岡 藤井　努 藤岡第一 稲葉善宏

30 H7 藤岡第一 稲葉善宏 芳賀 西澤一夫 泉が丘 田崎　透

31 H8 芳賀 西澤一夫 宮の原 黒後　昭 須賀川 石田信春

32 H9 宮の原 黒後　昭 岩舟 稲葉善宏 若松原 吉野恭輔

33 H10 宮の原 黒後　昭 真岡 藤井　努 鹿沼東 小野　潔 栃木西 井上武哉

34 H11 宮の原 黒後　昭 益子 中川由美子 本郷 入江俊和

35 H12 宮の原 黒後　昭 芳賀 小森一夫 若松原 宇賀神智之

36 H13 本郷 入江俊和 岩舟 稲葉善宏 宮の原 黒後　昭

37 H14 本郷 入江俊和 西那須野 中川富夫 大平 高田裕子

38 H15 本郷 入江俊和 真岡 吉村拓右 若松原 山口弘倫

39 H16 陽東 佐々木信夫 大平南 山中友樹 真岡 吉村拓右

40 H17 大平南 渡邊江美子 清原 齋藤　豊 真岡 吉村拓右

41 H18 栃木東 川又勝彦 上三川 入江俊和 豊田 菅原正則 岩舟 稲葉善宏 陽東 佐々木信夫

42 H19 清原 宇賀神智之 石橋 山岸一裕 茂木 金澤長年

43 H20 清原 宇賀神智之 若松原 黒後　昭 真岡東 小森　一夫

44 H21 若松原 黒後　昭 大谷 布施木康友 芳賀 押久保眞智子

45 H22 鹿沼北 萩原　悟 若松原 黒後　昭 大谷 布施木康友

46 H23 鹿沼北 荻原　悟 若松原 黒後　昭 芳賀 津村勝之

47 H24 茂木 金澤長年 若松原 黒後　昭 芳賀 津村勝之

48 H25 若松原 澤村隆行 芳賀 津村勝之 清原 仁村　嘉秀

49 H26 芳賀 津村勝之 日新 金沢　幸江 瑞穂野 黒後　昭 益子 植木　一憲 市貝 植木　宏美

50 H27 芳賀 津村勝之 物部 三浦　渉 三島 小田　昌宏

51 H28 瑞穂野 黒後　昭 北犬飼 萩原　悟 茂木 坂本　健一

52 H29 陽南 吉田　京平 三島 勝野　弘久 瑞穂野 黒後　昭
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