
Ｍ１ 藤岡一中 宇大附属中 旭中 勝敗 順位 Ｍ２ 足利二中 金田北中 泉が丘中 勝敗 順位

藤岡一中 ●13 ●16 0-2 3位 足利二中 ●44 ●48 0-2 3位

宇大附属中 ○82 ○53 2-0 1位 金田北中 ○49 ○58 2-0 1位

旭中 ○101 ●32 1-1 2位 泉が丘中 ○71 ●50 1-1 2位

Ｍ３ 大沢中 毛野中 佐野西中 勝敗 順位 Ｍ４ 城山中 作新学院中 国分寺中 勝敗 順位

大沢中 ○104 ○99 2-0 1位 城山中 ●37 ●30 0-2 3位

毛野中 ●51 ○57 1-1 2位 作新学院中 ○45 ●34 1-1 2位

佐野西中 ●32 ●33 0-2 3位 国分寺中 ○78 ○63 2-0 1位

Ｍ５ 西方中 豊田中 陽北中 勝敗 順位 Ｍ６ 乙女中 栃木西中 日光東中 勝敗 順位

西方中 ●35 ●51 0-2 3位 乙女中 ○70 ○54 2-0 1位

豊田中 ○75 ○77 2-0 1位 栃木西中 ●27 ●46 0-2 3位

陽北中 ○74 ●57 1-1 2位 日光東中 ●51 ○64 1-1 2位

Ｍ７ 横川中 小山城南中 今市中 勝敗 順位 Ｍ８ 烏山中 南犬飼中 鬼怒中 勝敗 順位

横川中 ●33 ●26 0-2 3位 烏山中 ○73 ○64 2-0 1位

小山城南中 ○72 ●37 1-1 2位 南犬飼中 ●57 ●51 0-2 3位

今市中 ○105 ○77 2-0 1位 鬼怒中 ●51 ○71 1-1 2位

Ｍ９ 鹿沼西中 田沼東中 バディーズ 勝敗 順位 Ｍ１０ 姿川中 吹上中 野木二中 勝敗 順位

鹿沼西中 ○69 ●56 1-1 2位 姿川中 ●49 ○50 1-1 2位

田沼東中 ●39 ●24 0-2 3位 吹上中 ○54 ○69 2-0 1位

バディーズ ○76 ○139 2-0 1位 野木二中 ●40 ●27 0-2 3位

Ｍ１１ 日新中 一条中 真岡中 勝敗 順位 Ｍ１２ 陽東中 黒磯中 上河内中 勝敗 順位

日新中 ●38 ○65 1-1 2位 陽東中 ○99 ○64 2-0 1位

一条中 ○63 ○57 2-0 1位 黒磯中 ●58 ●41 0-2 3位

真岡中 ●55 ●50 0-2 3位 上河内中 ●53 ○76 1-1 2位

Ｍ１３ 瑞穂野中 南河内二中 栃木南中 勝敗 順位 Ｍ１４ 山辺中 石橋中 北押原中 勝敗 順位

瑞穂野中 ●50 ●51 0-2 3位 山辺中 ○77 ○70 2-0 1位

南河内二中 ○73 ○44 2-0 1位 石橋中 ●38 ●42 0-2 3位

栃木南中 ○53 ●34 1-1 2位 北押原中 ●41 ○68 1-1 2位

Ｍ１５ 栃木東陽中 佐野附属中 足利北中 勝敗 順位 Ｍ１６ 栃木東中 岩舟中 陽西中 勝敗 順位

栃木東陽中 ○48 ○93 2-0 1位 栃木東中 ●36 ●25 0-2 3位

佐野附属中 ●39 ○91 1-1 2位 岩舟中 ○78 ○66 2-0 1位

足利北中 ●44 ●53 0-2 3位 陽西中 ○50 ●26 1-1 2位
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Ｍ１７ 宝木中 黒磯北中 鹿沼北中 勝敗 順位 Ｍ１８ 三島中 佐野南中 坂西中 勝敗 順位

宝木中 ○58 ●43 1-1 2位 三島中 ○55 ○66 2-0 1位

黒磯北中 ●44 ●42 0-2 3位 佐野南中 ●36 ○68 1-1 2位

鹿沼北中 ○44 ○43 2-0 1位 坂西中 ●48 ●42 0-2 3位

Ｍ１９ 矢板中 厚崎中 真岡西中 勝敗 順位 Ｍ２０ 豊郷中 東那須野中 大谷中 勝敗 順位

矢板中 ●33 ●59 0-2 3位 豊郷中 ○89 ●49 1-1 2位

厚崎中 ○77 ○89 2-0 1位 東那須野中 ●45 ●37 0-2 3位

真岡西中 ○61 ●43 1-1 2位 大谷中 ○56 ○56 2-0 1位

Ｍ２１ 若松原中 氏家中 寺尾中 勝敗 順位 Ｍ２２ 小山中 桑中 白鴎中 勝敗 順位

若松原中 ●60 ○60 1-1 2位 小山中 ○152 ○111 2-0 1位

氏家中 ○88 ○77 2-0 1位 桑中 ●23 ○57 1-1 2位

寺尾中 ●21 ●35 0-2 3位 白鴎中 ●14 ●50 0-2 3位

Ｍ２３ 陽南中 赤見中 若草中 勝敗 順位 Ｍ２４ 西那須野中 間々田中 佐野北中 勝敗 順位

陽南中 ○59 ●46 1-1 2位 西那須野中 ○67 ○72 2-0 1位

赤見中 ●47 ●37 0-2 3位 間々田中 ●41 ○61 1-1 2位

若草中 ○48 ○56 2-0 1位 佐野北中 ●47 ●42 0-2 3位

Ｍ２５ 明治中 幸福の科学中 佐野城東中 勝敗 順位 Ｍ２６ 雀宮中 大田原中 足利西中 勝敗 順位

明治中 ○122 ○136 2-0 1位 雀宮中 ○58 ○85 2-0 1位

幸福の科学中 ●21 ○50 1-1 2位 大田原中 ●40 ○69 1-1 2位

佐野城東中 ●20 ●44 0-2 3位 足利西中 ●34 ●66 0-2 3位

Ｍ２７ 葛生中 那須海城中 協和中 勝敗 順位 Ｍ２８ 黒羽中 宮の原中 清原中 勝敗 順位

葛生中 ○20 ●34 1-1 2位 黒羽中 ●41 ●30 0-2 3位

那須海城中 ●0 ●0 0-2 3位 宮の原中 ○72 ●50 1-1 2位

協和中 ○77 ○20 2-0 1位 清原中 ○107 ○89 2-0 1位


