
【団体種目】　（　）数字は入賞数　

相撲 団体 埼玉栄 柔道 団体 埼玉栄

Ｈ２５（１）　Ｈ２４（３）　Ｈ２３（１）　Ｈ２２（２）　Ｈ２１（４）　 Ｈ２５（１）　Ｈ２４（１）　Ｈ２３（２）　Ｈ２２（１）　Ｈ２１（２）　　
バドミントン 学校対抗 埼玉栄 弓道 団体 県立深谷第一
水泳（競泳） 学校対抗 春日部共栄 水泳（競泳） 学校対抗 埼玉栄
水泳（水球） 秀明英光

Ｈ２５（３）　Ｈ２４（１）　Ｈ２３（３）　Ｈ２２（０）　Ｈ２１（１）　 Ｈ２５（２）　Ｈ２４（０）　Ｈ２３（１）　Ｈ２２（０）　Ｈ２１（１）
サッカー ３位 正智深谷 体操 団体総合３位 県立ふじみ野
テニス ３位 秀明英光 ボート 舵手つきクォドルプル４位 小島、田口、恩田、友納、鈴関 県立浦和一女
体操 団体総合４位 埼玉栄
新体操 団体総合４位 埼玉栄
フェンシング 団体総合３位 埼玉栄
レスリング 団体３位 埼玉栄
レスリング 学校対抗３位 埼玉栄
ボート ダブルスカル３位 納見③、伊藤② 県立南稜
空手道 団体組手３位 埼玉栄
空手道 学校対抗３位 埼玉栄

Ｈ２５（１０）　Ｈ２４（６）　Ｈ２３（４）　Ｈ２２（５）　Ｈ２１（７） Ｈ２５（２）　Ｈ２４（２）　Ｈ２３（５）　Ｈ２２（４）　Ｈ２１（３）　
自転車 トラック学校対抗８位 栄北 陸上競技 学校対抗５位 埼玉栄
アイスホッケー ５位 埼玉栄 卓球 学校対抗５位 正智深谷

ホッケー ５位 県立飯能
剣道 団体５位 淑徳与野
空手道 団体組手５位 花咲徳栄
空手道 学校対抗５位 花咲徳栄

Ｈ２５（２）　Ｈ２４（７）　Ｈ２３（４）　Ｈ２２（６）　Ｈ２１（３）　 Ｈ２５（６）　Ｈ２４（８）　Ｈ２３（６）　Ｈ２２（４）　Ｈ２１（５）　

【個人種目】　　　○数字は学年　

競　技 種　目 氏　名 学校名 競　技 種　目 氏　名 学校名
陸上競技 ８００ｍ 服部　純哉③ 県立坂戸西 陸上競技 １００ｍ 土井　杏南③ 埼玉栄
体操 つり輪 神津　源一郎③ 埼玉栄 陸上競技 ４×１００ｍリレー 初見・阿部・吉田・土井 埼玉栄
自転車 ポイントレース 塩田　航平③ 栄北 水泳（競泳） １００ｍ自由形 石森　瑞奈① 埼玉栄
レスリング ８４ｋｇ級 武田　光司③ 埼玉栄 水泳（競泳） ４００ｍメドレーリレー 梶野・関口・黒川・石森 埼玉栄
柔道 １００ｋｇ級 渡辺　大樹③ 埼玉栄
水泳（競泳） １００ｍ自由形 丸山　徹③ 春日部共栄
水泳（競泳） 2００ｍ自由形 丸山　徹③ 春日部共栄
水泳（競泳） ４００ｍリレー 丸山・小島・矢島・束原 春日部共栄
水泳（競泳） ８００ｍリレー 丸山・松本・小島・束原 春日部共栄

Ｈ２５（９）　Ｈ２４（７）　Ｈ２３（６）　Ｈ２２（１２）　Ｈ２１（１１） Ｈ２５（４）　Ｈ２４（４）　Ｈ２３（５）　Ｈ２２（１）　Ｈ２１（６）　
空手道 個人組手 中野　力斗③ 花咲徳栄 体操 平均台 石倉あづみ① 県立ふじみ野
水泳（競泳） ５０ｍ自由形 山口　慶矢③ 県立松山 アーチェリー 個人 依田　純奈③ 県立宮代
水泳（競泳） ４００ｍメドレーリレー 磯野・大木・矢島・丸山 春日部共栄 水泳（競泳） １００ｍ平泳ぎ 関口　美咲② 埼玉栄

Ｈ２５（３）　Ｈ２４（４）　Ｈ２３（４）　Ｈ２２（７）　Ｈ２１（１０）　 Ｈ２５（３）　Ｈ２４（８）　Ｈ２３（２）　Ｈ２２（２）　Ｈ２１（６）　
陸上競技 ５０００ｍ競歩３位 楜沢　湧希③ 県立所沢西 陸上競技 １００ｍＨ４位 川上　風花② 昌平
新体操 クラブ４位 林　雅己② 埼玉栄 卓球 ダブルス３位 平③、平① 正智深谷
自転車 スクラッチ４位 早川　侑哉③ 栄北 体操 個人総合４位 石倉　あづみ① 県立ふじみ野
レスリング ５０ｋｇ級３位 吉村　拓海① 埼玉栄 体操 平均台４位 新井　菜央② 県立ふじみ野
レスリング ５５ｋｇ級３位 前田　頼夢③ 花咲徳栄 水泳（競泳） 2００ｍバタフライ４位 志賀　珠里奈② 武南
レスリング ６６ｋｇ級３位 田辺　雄史② 花咲徳栄 水泳（競泳） ２００ｍ平泳ぎ３位 関口　美咲② 埼玉栄
レスリング ７４ｋｇ級３位 山崎　弥十朗① 埼玉栄
レスリング ９６ｋｇ級３位 坂田　龍星② 埼玉栄
ウエイトリフティング ５３ｋｇ級クリーン＆ジャーク３位 後藤　将③ 県立川口
ウエイトリフティング ５６ｋｇ級スナッチ４位 菊池　陸人③ 埼玉栄
バドミントン シングルス３位 松本　康平③ 埼玉栄
バドミントン ダブルス３位 五十嵐③・中里③ 埼玉栄
剣道 個人３位 元吉　雄弥① 埼玉栄
水泳（競泳） 2００ｍバタフライ４位 矢島　優也② 春日部共栄

Ｈ２５（１４）　Ｈ２４（１１）　Ｈ２３（１６）　Ｈ２２（８）　Ｈ２１（１２）　 Ｈ２５（６）　Ｈ２４（７）　Ｈ２３（７）　Ｈ２２（１０）　Ｈ２１（８）
陸上競技 ２００ｍ５位 三田　真也③ 早大本庄 体操 床運動７位 石倉　あづみ① 県立ふじみ野
陸上競技 ４００ｍ８位 本間　大介③ 東農大三 陸上競技 ５０００ｍ競歩８位 峰村　かな② 県立久喜
陸上競技 ハンマー投げ６位 斎藤　淳平③ 県立松山 陸上競技 ４×４００ｍリレー８位 近藤、奥富、吉田、池田 埼玉栄
体操 跳馬５位 山川　瑠都② 埼玉栄 フェンシング エペ５位 三角　理恵③ 埼玉栄
体操 平行棒７位 神津　源一郎③ 埼玉栄 カヌー カヌースプリント・カヤックペア２００ｍ６位 佐々木②・荒井③ 県立越谷東
自転車 ケイリン８位 新井　友陽② 県立川越工業 カヌー カヌースプリント・カヤックペア５００ｍ７位 佐々木②・荒井③ 県立越谷東
フェンシング エペ５位 小野　真英② 埼玉栄 バドミントン ダブルス５位 中西③・清水② 県立大宮東
新体操 個人５位 林　雅己② 埼玉栄 テニス ダブルス５位 浅山③・熊谷③ 浦和学院
新体操 ロープ６位 林　雅己② 埼玉栄 柔道 ６３ｋｇ級５位 安　沙好③ 埼玉栄
ボクシング ピン級５位 榊原　達也② 秀明英光 柔道 ７８ｋｇ級５位 冨田　若春① 埼玉栄
ボクシング フライ級５位 矢代　博斗② 花咲徳栄 水泳（競泳） ２００ｍ自由形６位 石森　瑞奈① 埼玉栄
ボクシング ウェルター級５位 中原　隆太朗③ 花咲徳栄 水泳（競泳） １００ｍバタフライ５位 志賀　珠里奈② 武南
相撲 個人５位 佐藤　貴信② 埼玉栄 水泳（競泳） ２００ｍ個人メドレー８位 黒川　さくら① 埼玉栄
相撲 個人５位 藤原　虎太郎③ 埼玉栄 水泳（競泳） ４００ｍリレー５位 石森・佐藤・斎藤・黒川 埼玉栄
ウエイトリフティング ５６ｋｇ級スナッチ５位 魚津　衛③ 埼玉栄
ウエイトリフティング ５６ｋｇ級クリーン＆ジャーク６位 魚津　衛③ 埼玉栄
ウエイトリフティング ５６ｋｇ級トータル６位 魚津　衛③ 埼玉栄
柔道 ６０ｋｇ級５位 山崎　和也③ 西武台
空手道 個人組手５位 吉村　拓真③ 埼玉栄
水泳（競泳） １００ｍ自由形８位 山口　慶矢③ 県立松山
水泳（競泳） １００ｍバタフライ６位 矢島　優也② 春日部共栄
水泳（競泳） 2００ｍ自由形７位 束原　安寿③ 春日部共栄
水泳（競泳） 2００ｍ個人メドレー８位 束原　安寿③ 春日部共栄
水泳（競泳） ４００ｍメドレーリレー８位 内藤・山本・稲荷山・水村 埼玉栄

Ｈ２５（１４）　Ｈ２４（２０）　Ｈ２３（１４）　Ｈ２２（１６）　Ｈ２１（１７）

　入　賞　数　合　計 平成２５年度（１０４）　　平成２４年度（１０７）　平成２３年度（１０６）　平成２２年度（９５）　平成２１年度（１２４）　

　個人入賞合計（男子）　　Ｈ２５（５０）　Ｈ２４（４０）　 Ｈ２３（５２）　Ｈ２２（４４）　Ｈ２１（６１）　　 個人入賞合計（女子）　Ｈ２５（２７）　Ｈ２４（３９）　 Ｈ２３（２８）　Ｈ２２（２９）　Ｈ２１（３７）

　男女別入賞合計（男子）　Ｈ２５（６６）　Ｈ２４（５７）　Ｈ２３（６４）　Ｈ２２（５７）　H２１（７６）　

Ｈ２５（２４）　Ｈ２４（１８）　Ｈ２３（２６）　Ｈ２２（１７）　Ｈ２１（２８） 

女　　　子

団体入賞合計（女子）　Ｈ２５（１１）　Ｈ２４（１１）　Ｈ２３（１４）　Ｈ２２（９）　Ｈ２１（１１）　

　男女別入賞合計（女子）　Ｈ２５（３８）　Ｈ２４（５０）　Ｈ２３（４２）　Ｈ２２（３８）　Ｈ２１（４８）　　
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勝

平成２５年度全国高等学校総合体育大会埼玉県選手団成績一覧表（夏季・冬季大会）

男　　　子 女　　　子
競技種目 学校名 競技種目 学校名

優
勝

団体入賞合計（男子）　Ｈ２５（１６）　Ｈ２４（１７）　Ｈ２３（１２）　Ｈ２２（１３）　Ｈ２１（１５）　

男　　　子

優
勝

準
優
勝

ベ
ス
ト
４

ベ
ス
ト
８


