
 平成26年度　第60回埼玉県高等学校新人水泳競技大会       男子成績一覧表 

 2014/09/20 ～ 2014/09/22

 会場  川口市青木町公園プール   学校・学年印字   

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

自由形 吉岡　聖流 高1 井上　雄喜 高2 岩田　尭久 高2 丸山　　潤 高2 丸山　康之 高2 川辺愼太郎 高2 杉山　英介 高1 田添　弘昭 高1

50m 南稜 埼玉栄 松山 春日部共栄 伊奈学園 春日部 熊谷 春日部共栄

決勝 24.33 24.45 24.62 24.65 24.72 24.88 25.18 25.23

自由形 井上　雄喜 高2 丸山　康之 高2 井上　　優 高2 吉岡　聖流 高1 岩田　尭久 高2 田島　宏将 高2 田添　弘昭 高1 上林　伸澄 高1

100m 埼玉栄 伊奈学園 県立浦和 南稜 松山 本庄東 春日部共栄 大宮東

決勝 53.65 53.77 54.04 54.48 54.54 54.71 54.80 54.85

自由形 阿部　峻也 高2 井上　　優 高2 茂木　秀斗 高1 大壁　拓実 高2 細野　史能 高2 平井　良和 高2 高橋　研輔 高2 舘　　宏輔 高1

200m 埼玉栄 県立浦和 熊谷 蕨 春日部共栄 花咲徳栄 埼玉栄 県立浦和

決勝 1:55.39 1:58.54 1:58.68 1:58.69 1:58.74 1:59.54 1:59.58 2:00.15

自由形 関矢　雄太 高2 斉藤　弘樹 高2 茂木　秀斗 高1 渕本　　塁 高2 大壁　拓実 高2 細野　史能 高2 上林　伸澄 高1 若林　雄斗 高1

400m 埼玉栄 浦和工業 熊谷 市立川口 蕨 春日部共栄 大宮東 花咲徳栄

決勝 4:06.73 4:11.68 4:11.83 4:12.55 4:13.62 4:13.92 4:14.28 4:14.35

自由形 関矢　雄太 高2 渕本　　塁 高2 斉藤　弘樹 高2 内田竜太郎 高1 大槻　恵太 高2 組田　朋拓 高1 青木　哲也 高2 松浦　寛和 高2

1500m 埼玉栄 市立川口 浦和工業 市立川口 埼玉栄 埼玉栄 坂戸西 大宮東

タイム決勝 16:12.08 Fin. 16:40.57 Fin. 16:45.56 Fin. 17:02.09 Fin. 17:03.89 Fin. 17:09.54 Fin. 17:26.85 Fin. 17:36.18 Fin.

 8:37.82 800  8:54.03 800  8:56.22 800  9:06.08 800  8:59.50 800  9:03.74 800  9:16.28 800  9:17.56 800

背泳ぎ 川端　宏昌 高2 丸山　優稀 高1 丸山　　潤 高2 加藤　夏輝 高1 滝沢　　健 高1 奈良岡聖也 高2 高橋　速斗 高2 栗田　晃輔 高1

100m 武南 大宮 春日部共栄 春日部共栄 埼玉栄 花咲徳栄 県立浦和 春日部共栄

決勝 57.30 1:00.12 1:00.47 1:00.79 1:01.46 1:01.50 1:02.30 1:02.43

(大会新)

背泳ぎ 川端　宏昌 高2 丸山　優稀 高1 栗田　晃輔 高1 奈良岡聖也 高2 加藤　夏輝 高1 滝沢　　健 高1 高橋　速斗 高2 小関　　隼 高1

200m 武南 大宮 春日部共栄 花咲徳栄 春日部共栄 埼玉栄 県立浦和 狭山ヶ丘

決勝 2:05.31 2:10.70 2:11.86 2:12.31 2:13.57 2:14.28 2:14.93 2:16.03

(大会新)

平泳ぎ 大木　淳平 高2 戸澤　潤也 高2 石井　貴章 高2 吉田　考希 高1 足立　光駿 高2 柳澤　　祥 高1 結城　　涼 高2 佐藤　風河 高2

100m 春日部共栄 県立浦和 花咲徳栄 星野 春日部共栄 武南 本庄東 花咲徳栄

決勝 1:03.45 1:03.86 1:05.06 1:05.48 1:05.64 1:05.80 1:06.19 1:07.18

(大会新) (大会新)

平泳ぎ 戸澤　潤也 高2 吉田　考希 高1 小島　淳平 高2 柳澤　　祥 高1 足立　光駿 高2 石井　貴章 高2 足立　　翔 高1 結城　　涼 高2

200m 県立浦和 星野 県立浦和 武南 春日部共栄 花咲徳栄 慶應志木 本庄東

決勝 2:17.24 2:18.88 2:23.02 2:23.13 2:23.20 2:23.49 2:25.68 2:26.30

(大会新) (大会新)
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 平成26年度　第60回埼玉県高等学校新人水泳競技大会       男子成績一覧表 

 2014/09/20 ～ 2014/09/22

 会場  川口市青木町公園プール   学校・学年印字   

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

バタフライ 稲荷山　陸 高2 柳沼　　慧 高2 柳川　陽登 高1 市毛　将翔 高1 阿部　峻也 高2 田中　貫太 高1 日高　竜太 高1 佐藤　　誠 高1

100m 埼玉栄 伊奈学園 花咲徳栄 埼玉栄 埼玉栄 春日部共栄 八潮 花咲徳栄

決勝 56.04 57.05 57.23 57.40 57.59 58.28 58.35 58.38

バタフライ 稲荷山　陸 高2 萩原　康平 高2 市毛　将翔 高1 柳川　陽登 高1 佐藤　　誠 高1 柳沼　　慧 高2 板橋　雄大 高2 藤田　湧登 高2

200m 埼玉栄 春日部共栄 埼玉栄 花咲徳栄 花咲徳栄 伊奈学園 熊谷 県立浦和

決勝 2:00.76 2:03.27 2:08.07 2:08.29 2:09.31 2:10.15 2:11.73 2:11.98

(大会新) (大会ﾀ)

個人メドレー 中村　大海 高2 島村　康佑 高2 大木　淳平 高2 中西秀一朗 高1 束原もあな 高2 高橋　研輔 高2 佐藤　風河 高2 長堀　優作 高2

200m 武南 春日部共栄 春日部共栄 立教新座 春日部共栄 埼玉栄 花咲徳栄 武南

決勝 2:06.56 2:08.91 2:10.07 2:11.45 2:13.25 2:14.65 2:15.63 2:16.75

(大会新)

個人メドレー 中村　大海 高2 島村　康佑 高2 萩原　康平 高2 中西秀一朗 高1 束原もあな 高2 長堀　優作 高2 木暮　　渉 高1 服部　大茅 高1

400m 武南 春日部共栄 春日部共栄 立教新座 春日部共栄 武南 花咲徳栄 埼玉栄

決勝 4:30.72 4:32.40 4:37.37 4:37.96 4:44.77 4:45.97 4:48.99 4:52.38

リレー 春日部共栄 高 埼玉栄 高 花咲徳栄 高 武南 高 県立浦和 高 熊谷 高 春日部 高 伊奈学園 高

200m 丸山　　潤 高2 井上　雄喜 高2 石橋　杏太 高2 中村　大海 高2 井上　　優 高2 杉山　英介 高1 川辺愼太郎 高2 丸山　康之 高2

決勝 田添　弘昭 高1 稲荷山　陸 高2 平井　良和 高2 川端　宏昌 高2 戸澤　潤也 高2 茂木　秀斗 高1 森川　大地 高1 八木　亮成 高2

田中　貫太 高1 市毛　将翔 高1 石井　貴章 高2 後藤　大輝 高2 舘　　宏輔 高1 日野　薫平 高2 金田倫太朗 高1 柳沼　　慧 高2

大木　淳平 高2 阿部　峻也 高2 佐藤　風河 高2 柳澤　　祥 高1 合田　周平 高2 板橋　雄大 高2 櫻井　伸大 高2 小澤　友寛 高2

1:37.99 Fin. 1:38.43 Fin. 1:39.58 Fin. 1:40.13 Fin. 1:41.29 Fin. 1:41.38 Fin. 1:41.50 Fin. 1:42.10 Fin.

   24.59 1st.    24.57 1st.    25.25 1st.    25.24 1st.    24.74 1st.    25.24 1st.    24.90 1st.    24.89 1st.

リレー 春日部共栄 高 埼玉栄 高 武南 高 県立浦和 高 花咲徳栄 高 熊谷 高 立教新座 高 伊奈学園 高

400m 田添　弘昭 高1 井上　雄喜 高2 中村　大海 高2 舘　　宏輔 高1 石橋　杏太 高2 茂木　秀斗 高1 岡本　　怜 高2 樋口　裕貴 高1

決勝 島村　康佑 高2 服部　大茅 高1 川端　宏昌 高2 戸澤　潤也 高2 平井　良和 高2 杉山　英介 高1 滝澤　健次 高1 八木　亮成 高2

丸山　　潤 高2 阿部　峻也 高2 後藤　大輝 高2 小島　淳平 高2 若林　雄斗 高1 日野　薫平 高2 中西秀一朗 高1 柳沼　　慧 高2

大木　淳平 高2 稲荷山　陸 高2 柳澤　　祥 高1 井上　　優 高2 佐藤　風河 高2 板橋　雄大 高2 木住野将史 高2 丸山　康之 高2

3:35.86 Fin. 3:36.26 Fin. 3:39.47 Fin. 3:39.54 Fin. 3:39.94 Fin. 3:45.44 Fin. 3:45.61 Fin. 3:46.24 Fin.

   54.60 1st.    53.73 1st.    54.17 1st.    55.66 1st.    55.50 1st.    55.43 1st.    57.34 1st.    58.65 1st.
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 平成26年度　第60回埼玉県高等学校新人水泳競技大会       男子成績一覧表 

 2014/09/20 ～ 2014/09/22

 会場  川口市青木町公園プール   学校・学年印字   

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

メドレーリレー 春日部共栄 高 武南 高 埼玉栄 高 花咲徳栄 高 県立浦和 高 伊奈学園 高 星野 高 立教新座 高

400m 丸山　　潤 高2 川端　宏昌 高2 滝沢　　健 高1 奈良岡聖也 高2 高橋　速斗 高2 樋口　裕貴 高1 高橋　　球 高2 滝澤　健次 高1

決勝 足立　光駿 高2 柳澤　　祥 高1 宮原　悠太 高2 石井　貴章 高2 戸澤　潤也 高2 八木　亮成 高2 吉田　考希 高1 中西秀一朗 高1

萩原　康平 高2 後藤　大輝 高2 稲荷山　陸 高2 柳川　陽登 高1 藤田　湧登 高2 柳沼　　慧 高2 梨木　智治 高2 木住野将史 高2

大木　淳平 高2 中村　大海 高2 井上　雄喜 高2 佐藤　風河 高2 井上　　優 高2 丸山　康之 高2 金谷　尚幸 高2 岡本　　怜 高2

3:54.06 Fin. 3:55.62 Fin. 3:56.83 Fin. 4:00.27 Fin. 4:00.45 Fin. 4:02.19 Fin. 4:06.38 Fin. 4:07.91 Fin.

 1:00.28 1st.    57.57 1st.  1:01.50 1st.  1:03.25 1st.  1:02.83 1st.  1:04.29 1st.  1:04.68 1st.  1:04.28 1st.

(大会新) 1st.
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 平成26年度　第60回埼玉県高等学校新人水泳競技大会  
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1 春日部共栄 145.0 6.0 2.0 4.0 3.0 12.0 10.0 12.0 4.0 3.0 7.0 17.0 17.0 16.0 16.0 16.0

2 埼玉栄 130.0 7.0 8.0 10.0 8.0 15.0 4.0 3.0 17.0 14.0 3.0 1.0 14.0 14.0 12.0

3 武南 80.0 8.0 8.0 3.0 5.0 9.0 11.0 10.0 12.0 14.0

4 花咲徳栄 72.0 3.0 1.0 3.0 5.0 7.0 3.0 7.0 9.0 2.0 2.0 12.0 8.0 10.0

5 県立浦和 66.0 6.0 8.0 2.0 2.0 7.0 14.0 1.0 8.0 10.0 8.0

6 伊奈学園 31.0 4.0 7.0 7.0 3.0 2.0 2.0 6.0

7 熊谷 28.0 2.0 6.0 6.0 2.0 6.0 6.0
8 市立川口 17.0 5.0 12.0

9 星野 16.0 5.0 7.0 4.0

9 立教新座 16.0 5.0 5.0 4.0 2.0

11 大宮 14.0 7.0 7.0

12 浦和工業 13.0 7.0 6.0

12 南稜 13.0 8.0 5.0

14 松山 10.0 6.0 4.0

15 蕨 9.0 5.0 4.0
16 春日部 7.0 3.0 4.0

17 本庄東 6.0 3.0 2.0 1.0

18 大宮東 4.0 1.0 2.0 1.0

19 慶應志木 2.0 2.0

19 坂戸西 2.0 2.0

19 八潮 2.0 2.0

22 狭山ヶ丘 1.0 1.0
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 平成26年度　第60回埼玉県高等学校新人水泳競技大会       女子成績一覧表 

 2014/09/20 ～ 2014/09/22

 会場  川口市青木町公園プール   学校・学年印字   

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

自由形 千葉美捺穂 高1 中里　萌花 高2 川路　遥香 高2 渡辺きみか 高2 柳澤　友希 高2 林　もも香 高2 谷　　千智 高1 亀田　佳奈 高1

50m 本庄東 埼玉栄 春日部共栄 大宮東 ふじみ野 春日部共栄 星野 細田学園

決勝 27.28 27.66 27.66 27.69 27.69 27.75 27.87 28.21

(同2位) (同4位)

自由形 須嵜　仁美 高2 川路　遥香 高2 柳澤　友希 高2 渡辺きみか 高2 鎌田　遥薫 高2 千葉美捺穂 高1 谷　　千智 高1 押田　華澄 高1

100m 狭山ヶ丘 春日部共栄 ふじみ野 大宮東 埼玉栄 本庄東 星野 武南

決勝 58.93 59.32 59.90 1:00.08 1:00.58 1:00.84 1:00.92 1:01.13

自由形 須嵜　仁美 高2 柿沼美智子 高2 大村　菜乃 高2 内田　美咲 高2 冨澤　彩乃 高1 大久保美沙 高1 佐藤　　陽 高2 川俣　　星 高2

200m 狭山ヶ丘 春日部共栄 花咲徳栄 春日部共栄 春日部共栄 栄東 伊奈学園 伊奈学園

決勝 2:06.90 2:08.12 2:08.69 2:09.38 2:10.71 2:11.46 2:11.92 2:12.10

自由形 小川　真侑 高2 柿沼美智子 高2 寺内　　悠 高1 冨澤　彩乃 高1 大村　菜乃 高2 大久保美沙 高1 佐藤　　陽 高2 木村　美友 高2

400m 春日部共栄 春日部共栄 埼玉栄 春日部共栄 花咲徳栄 栄東 伊奈学園 春日部女子

決勝 4:27.88 4:28.45 4:32.99 4:33.72 4:34.74 4:37.29 4:37.55 4:38.98

自由形 小川　真侑 高2 寺内　　悠 高1 國藤　楓美 高1 木村　美友 高2 奥隅栄里子 高2 梅山　織愛 高2 川口　茉鈴 高2 池田　侑香 高1

800m 春日部共栄 埼玉栄 春日部共栄 春日部女子 朝霞 花咲徳栄 花咲徳栄 花咲徳栄

タイム決勝 9:13.84 9:19.06 9:23.38 9:31.07 9:39.13 9:39.55 9:40.08 9:56.51

背泳ぎ 林　もも香 高2 大西　彩夏 高1 金子　夢奈 高1 丸子　千陽 高2 新井　夏実 高2 薄井　　優 高1 高鳥　夏苗 高2 石井みなみ 高2

100m 春日部共栄 春日部共栄 細田学園 武南 花咲徳栄 武南 不動岡 星野

決勝 1:04.87 1:05.88 1:06.39 1:06.46 1:07.84 1:08.68 1:09.42 1:09.53

背泳ぎ 丸子　千陽 高2 薄井　　優 高1 新井　夏実 高2 金子　夢奈 高1 大西　彩夏 高1 福本　　碧 高2 漆原　七海 高1 高鳥　夏苗 高2

200m 武南 武南 花咲徳栄 細田学園 春日部共栄 大宮東 花咲徳栄 不動岡

決勝 2:20.09 2:23.47 2:24.30 2:24.75 2:26.11 2:27.84 2:29.57 2:30.86

平泳ぎ 末　　陽香 高2 桐渕その子 高2 押田　華澄 高1 小島　菜緒 高1 白石　裕奈 高2 阿部　　渚 高2 温品　　和 高2 笠原　佑莉 高2

100m 花咲徳栄 大宮北 武南 埼玉栄 細田学園 春日部共栄 本庄東 星野

決勝 1:12.89 1:12.97 1:13.32 1:13.39 1:13.69 1:13.89 1:14.43 1:14.75

平泳ぎ 小島　菜緒 高1 阿部　　渚 高2 笠原　佑莉 高2 温品　　和 高2 末　　陽香 高2 白石　裕奈 高2 土谷　朝美 高1 桐渕その子 高2

200m 埼玉栄 春日部共栄 星野 本庄東 花咲徳栄 細田学園 春日部共栄 大宮北

決勝 2:34.46 2:36.16 2:38.74 2:39.34 2:40.15 2:40.90 2:41.07 2:42.25

バタフライ 黒川さくら 高2 内田　美咲 高2 山内　紅寧 高2 大迫　菜月 高2 山本　明穂 高1 曽根　沙月 高2 新井　祐希 高2 吉田　　南 高2

100m 埼玉栄 春日部共栄 栄東 川越女子 星野 埼玉栄 花咲徳栄 浦和第一女子

決勝 1:03.28 1:04.11 1:04.45 1:04.54 1:04.75 1:04.94 1:05.74 1:05.93
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 平成26年度　第60回埼玉県高等学校新人水泳競技大会       女子成績一覧表 

 2014/09/20 ～ 2014/09/22

 会場  川口市青木町公園プール   学校・学年印字   

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

バタフライ 曽根　沙月 高2 大迫　菜月 高2 吉田　　南 高2 山内　紅寧 高2 山本　明穂 高1 斉藤　未歩 高2 新井　祐希 高2 北見　彩音 高2

200m 埼玉栄 川越女子 浦和第一女子 栄東 星野 花咲徳栄 花咲徳栄 武南

決勝 2:20.27 2:23.31 2:24.26 2:25.32 2:26.66 2:27.30 2:31.78 2:32.32

個人メドレー 黒川さくら 高2 寺田知佐美 高2 安藤　加純 高1 横井　七香 高2 鈴木　夏美 高2 伊沢　結花 高1 内田　未優 高2 平岩　　萌 高2

200m 埼玉栄 伊奈学園 熊谷女子 浦和第一女子 市立川口 武南 大宮東 坂戸西

決勝 2:20.50 2:24.67 2:24.84 2:27.85 2:29.86 2:31.00 2:32.95 2:33.47

個人メドレー 寺田知佐美 高2 安藤　加純 高1 横井　七香 高2 宮澤　佑衣 高1 鈴木　夏美 高2 安澤喜和子 高2 内田　未優 高2 江原　優美 高1

400m 伊奈学園 熊谷女子 浦和第一女子 埼玉栄 市立川口 花咲徳栄 大宮東 本庄東

決勝 5:07.78 5:07.80 5:10.71 5:17.98 5:20.57 5:21.09 5:24.45 5:25.44

リレー 春日部共栄 高 埼玉栄 高 星野 高 花咲徳栄 高 武南 高 栄東 高 伊奈学園 高 大宮東 高

200m 川路　遥香 高2 中里　萌花 高2 野沢　百花 高1 大村　菜乃 高2 押田　華澄 高1 山内　紅寧 高2 川俣　　星 高2 渡辺きみか 高2

決勝 林　もも香 高2 曽根　沙月 高2 伊藤　美羽 高1 安澤喜和子 高2 丸子　千陽 高2 大久保美沙 高1 石井　蕗花 高2 福本　　碧 高2

山田　采佳 高2 鎌田　遥薫 高2 山本　明穂 高1 新井　夏実 高2 伊沢　結花 高1 栁澤　明希 高1 佐藤　　陽 高2 内田　未優 高2

内田　美咲 高2 黒川さくら 高2 谷　　千智 高1 川口　茉鈴 高2 高塚　風香 高1 宮嶋みなみ 高2 寺田知佐美 高2 高橋こはく 高2

1:49.30 Fin. 1:51.21 Fin. 1:51.64 Fin. 1:52.06 Fin. 1:53.24 Fin. 1:53.92 Fin. 1:54.25 Fin. 1:54.80 Fin.

   27.56 1st.    27.98 1st.    28.43 1st.    28.16 1st.    28.00 1st.    28.19 1st.    29.10 1st.    27.76 1st.

リレー 春日部共栄 高 埼玉栄 高 花咲徳栄 高 星野 高 伊奈学園 高 栄東 高 大宮東 高 浦和第一女子 高

400m 川路　遥香 高2 鎌田　遥薫 高2 大村　菜乃 高2 野沢　百花 高1 川俣　　星 高2 大久保美沙 高1 高橋こはく 高2 小西　陽奈 高1

決勝 内田　美咲 高2 中里　萌花 高2 安澤喜和子 高2 伊藤　美羽 高1 浅見　佳世 高1 栁澤　明希 高1 内田　未優 高2 横井　七香 高2

林　もも香 高2 曽根　沙月 高2 川口　茉鈴 高2 山本　明穂 高1 寺田知佐美 高2 宮嶋みなみ 高2 福本　　碧 高2 吉田　　南 高2

柿沼美智子 高2 黒川さくら 高2 新井　夏実 高2 谷　　千智 高1 佐藤　　陽 高2 山内　紅寧 高2 渡辺きみか 高2 中山　史歩 高2

3:59.71 Fin. 4:03.78 Fin. 4:05.09 Fin. 4:06.56 Fin. 4:08.18 Fin. 4:08.63 Fin. 4:13.00 Fin. 4:16.19 Fin.

 1:00.58 1st.  1:00.93 1st.    59.16 1st.  1:02.89 1st.  1:02.26 1st.  1:01.14 1st.  1:03.65 1st.  1:03.90 1st.

メドレーリレー 春日部共栄 高 埼玉栄 高 花咲徳栄 高 星野 高 栄東 高 武南 高 本庄東 高 大宮東 高

400m 林　もも香 高2 黒川さくら 高2 新井　夏実 高2 石井みなみ 高2 栁澤　明希 高1 薄井　　優 高1 江原　優美 高1 福本　　碧 高2

決勝 阿部　　渚 高2 小島　菜緒 高1 末　　陽香 高2 笠原　佑莉 高2 宮嶋みなみ 高2 押田　華澄 高1 温品　　和 高2 高橋こはく 高2

内田　美咲 高2 曽根　沙月 高2 斉藤　未歩 高2 山本　明穂 高1 山内　紅寧 高2 伊沢　結花 高1 千葉美捺穂 高1 内田　未優 高2

川路　遥香 高2 鎌田　遥薫 高2 大村　菜乃 高2 谷　　千智 高1 大久保美沙 高1 高塚　風香 高1 島田明香里 高1 渡辺きみか 高2

4:22.88 Fin. 4:23.51 Fin. 4:27.73 Fin. 4:29.43 Fin. 4:30.93 Fin. 4:31.41 Fin. 4:35.96 Fin. 4:41.63 Fin.

 1:05.41 1st.  1:06.00 1st.  1:08.10 1st.  1:10.21 1st.  1:10.46 1st.  1:09.40 1st.  1:12.39 1st.  1:10.15 1st.

2015/04/10 9:46:34 SEIKO Swimming Results System  2 / 2ページ



 平成26年度　第60回埼玉県高等学校新人水泳競技大会  
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順位 所属名 得点
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1 春日部共栄 153.0 10.0 7.0 16.0 20.0 14.0 15.0 4.0 3.0 9.0 7.0 16.0 16.0 16.0

2 埼玉栄 111.0 7.0 4.0 6.0 7.0 5.0 8.0 11.0 8.0 8.0 5.0 14.0 14.0 14.0

3 花咲徳栄 84.0 6.0 4.0 6.0 4.0 8.0 8.0 4.0 2.0 5.0 3.0 10.0 12.0 12.0

4 星野 53.0 3.0 2.0 1.0 1.0 6.0 4.0 4.0 12.0 10.0 10.0

5 武南 48.0 1.0 8.0 15.0 6.0 1.0 3.0 8.0 6.0

6 栄東 37.0 3.0 3.0 6.0 5.0 6.0 6.0 8.0

7 伊奈学園 32.0 3.0 2.0 7.0 8.0 4.0 8.0
8 大宮東 25.0 5.0 5.0 3.0 2.0 2.0 2.0 4.0 2.0

9 本庄東 23.0 8.0 3.0 2.0 5.0 1.0 4.0

10 浦和第一女子 20.0 1.0 6.0 5.0 6.0 2.0

11 細田学園 19.0 1.0 6.0 5.0 4.0 3.0

12 狭山ヶ丘 16.0 8.0 8.0

13 熊谷女子 13.0 6.0 7.0

14 川越女子 12.0 5.0 7.0

15 ふじみ野 11.0 5.0 6.0
16 市立川口 8.0 4.0 4.0

16 大宮北 8.0 7.0 1.0

18 春日部女子 6.0 1.0 5.0

19 朝霞 4.0 4.0

20 不動岡 3.0 2.0 1.0

21 坂戸西 1.0 1.0
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