
回 年月日 数 優　勝 準優勝

41 4.8.23 16 陽北中(栃木) 国府中Ａ 寒川東中 柏ヶ谷中Ａ 北の台中 玉縄中 宮内中 富士見中Ａ

40

39

38 1.8.21 23 藤塚中 六角橋中 成瀬中Ａ 大磯中Ａ 秦野東中Ａ 早渕中

37 30.08.22 22 成瀬中Ａ 大磯中Ａ 大沢中Ａ 寒川東中 北の台中 中島中Ａ

36 29.08.23 41 国府中Ａ 西本郷中 鴨宮中Ａ 鶴間中 八重原中(千葉) 江陽中Ａ 中島中Ａ 成瀬中Ａ

35 28.10.29 43 栄中(千葉) 毛呂山中(埼玉) 藤塚中Ａ 大沢中Ａ 浜須賀中Ａ 国府中Ａ 八重原Ａ(千) 秦野南中Ａ

34 27.10.31 41 万騎が原中Ａ 大沢中Ａ 八重原中Ａ(千葉) 十日市場中Ａ 鶴間中 万騎が原中Ｂ 浜須賀中Ａ 秦野南中Ａ

33 26.12.26 26 大沢中Ａ 鴨宮中 秦野南中Ａ 八街中央中(千葉) 旭陵中Ａ 国府中Ａ 睦合東中 大磯中Ａ

32 25.09.15 25 大沢中Ａ 国府中Ａ 秦野南中Ａ 大磯中Ａ 国府中Ｂ 鴨宮中 寒川東中 秦野南中Ｂ

31 24.11.17 32 万騎が原中 北の台中 萩園中 中島中Ａ 大磯中Ａ 国府中Ａ 金旭中Ａ 伊勢原中Ａ

30 23.11.20 29 万騎が原中Ａ 大沢中 鶴間中 伊勢原中Ａ 浜須賀中Ａ 六角橋中Ａ 大磯中Ａ 中島中Ａ

29 22.11.20 18 中島中 茅ヶ崎第一中 鶴間中 浜須賀中Ａ 萩園中 国府中Ａ 大磯中Ａ 金旭中Ａ

28 21.11.21 19 大磯中 国府中Ａ 金目中Ａ 萩園中 万騎が原中Ａ 万騎が原中Ｂ 浜須賀中 綾北中Ａ

27 20.12.06 18 成瀬中Ａ 大船中 山王中Ａ 浜須賀中Ａ 綾北中 国府中Ａ

26 19.11.18 13 北陽中 国府中Ａ 大磯中Ａ 浜須賀中 綾瀬中 山王中Ａ 大磯中Ｂ 綾瀬城山中

25 18.11.19 12 綾北中 大磯中Ａ 山王中Ａ 山王中Ｂ 大住中 大磯中Ｂ 国府中 葉山中

24 17.11.20 19 綾北中 浜須賀中Ａ 大磯中Ａ 萩園中Ａ 北陽中Ａ 綾瀬中

23 16.11.20 14 萩園中Ａ 浜須賀中Ａ 大磯中Ａ 山王中 萩園中Ｂ 浜須賀中Ｃ 浜須賀中Ｂ 鶴が台中

22 15.11.08 14 鶴が台中 浜須賀中Ａ 成瀬中Ａ 茅ヶ崎第一中 萩園中Ａ 浜須賀中Ｃ 大磯中 浜須賀中Ｂ

21 14.11.09 10 萩園中 和光第三中(埼玉) 茅ヶ崎第一中 鶴が台中Ａ 田浦中Ａ 田浦中Ｂ 葉山中 鶴が台中Ｂ

20 13.11.23 15 萩園中Ａ 山北中 田浦中Ａ 綾瀬城山中 大磯中Ａ 伊勢原中Ａ 綾北中Ｃ 伊勢原中Ｃ

19 12.11.05 17 鶴が台中 萩園中Ａ 大磯中Ａ 伊勢原中Ａ 相模丘中Ａ 国府中 藤塚中 中島中Ａ

第　３　位 ベスト８

西湘オープン　中学団体の部　女子　

新型コロナウィルス蔓延防止のため中止

新型コロナウィルス蔓延防止のため中止



回 年月日 数 優　勝 準優勝 第　３　位 ベスト８

西湘オープン　中学団体の部　女子　

18 11.11.07 17 寒川東中 萩園中Ａ 国府中Ａ 伊勢原中Ａ 大磯中Ａ 土沢中 相模丘中Ａ 中島中Ａ

17 10.11.08 23 伊勢原中Ａ 成瀬中Ａ 萩園中Ａ 大磯中Ａ 浜須賀中Ｂ 浜須賀中Ａ 大住中 北陽中Ａ

16 09.11.09 16 萩園中Ａ 寒川東中 国府中Ａ 鶴が台中 大住中Ａ 大野中Ａ 上和田中 江陽中

15 08.11.23 15 寒川中 鶴が台中 睦合東中 綾北中Ａ 綾北中Ｃ 大磯中Ａ 綾北中Ｂ 国府中Ａ

14 07.11.19 27 寒川中Ａ 梅田中Ａ 南林間中 鶴が台中 旭陵中Ａ 江陽中 国府中Ｂ 中島中Ａ

13 06.11.23 16 上和田中Ａ 浜須賀中 梅田中Ａ 綾北中 鴨宮中 大磯中Ａ 成瀬中Ａ 国府中Ａ

12 05.11.03 10 国府中Ａ 成瀬中Ａ 大磯中 藤塚中 成瀬中Ｂ 上和田中Ａ 上和田中Ｂ 国府中Ｂ

11 04.11.08 12 中島中Ａ 梅田中 成瀬中Ａ 浜須賀中 松田中 大住中 北陽中 中島中Ｂ

10 03.11.10 19 梅田中 成瀬中Ａ 中島中 善行中 中沢中Ａ 二宮西中 萩園中 国府中

9 02.11.11 15 土沢中 萩園中Ａ 善行中Ａ 中沢中 成瀬中 国府中Ａ 大野中Ａ 善行中Ｂ

8 元.06.04 11 中沢中ｸﾗﾌﾞ 大船中Ａ 旭陵中 大野中ｸﾗﾌﾞ 国府中Ａ 二宮西中 善行中Ａ 成瀬中

7 63.05.29 11 国府中 成瀬中 善行中 大船中 寒川中Ａ 寒川中Ｂ 大津中Ａ 金旭中Ａ

6 62.05.31 15 鶴が台中 成瀬中 山王中 善行中Ａ 梅田中 中島中 金旭中Ａ 国府中

5 61.06.08 17 国府中Ａ 伊勢原中 山王中 成瀬中 中島中 大磯中Ａ 寒川中Ａ 大野中

4 60.06. 18 伊勢原中Ａ 鶴が台中 山王中Ａ 国府中Ａ 大磯中Ａ 中沢中 大野中Ａ 湯河原中

3 59.06.03 14 国府中Ａ 山王中Ａ 大磯中Ａ 中沢中 鶴が台中 神田中 城北中 大磯中Ｂ

１０回までは６Ｓ１Ｗの８人編成、１１回以降は４Ｓ１Ｗの６人編成の試合です


