
【団体種目】

学　校　名 学　校　名優
　
勝

陸上競技 4×400mR 埼玉栄高 陸上競技 学校対抗 埼玉栄高
卓球 学校対抗 埼玉栄高 陸上競技 4×100mR 県立春日部東高
新体操 団体 埼玉栄高 陸上競技 4×400mR 埼玉栄高
相撲 団体 埼玉栄高 卓球 学校対抗 正智深谷高
ソフトボール 県立秩父農工科学高 ボート 舵手付クオドルプル 県立浦和第一女子高
バドミントン 埼玉栄高 体操競技 団体 県立戸田翔陽高
自転車 チーム・スプリント 県立川越工業高 バレーボール 春日部共栄高
レスリング 学校対抗 花咲徳栄高 フェンシング 学校対抗 埼玉栄高
ライフル射撃 エアライフル立射 栄北高
ライフル射撃 ビームライフル立射 国際学院高

陸上競技 4×100mR 埼玉栄高 陸上競技 学校対抗 昌平高
ラグビー Fブロック 正智深谷高 陸上競技 4×100mR 国際学院高
剣道 団体 市立川口高 バスケットボール Bブロック 正智深谷高
ソフトボール 埼玉栄高 ボート ダブルスカル 県立南稜高
自転車 4ｋｍﾁｰﾑ･ﾊﾟｰｼｭｰﾄ 栄北高 柔道 団体 埼玉栄高
自転車 学校対抗総合 栄北高 体操競技 団体 県立ふじみ野高
レスリング 学校対抗 埼玉栄高 ソフトボール 星野高
ウエイトリフティング 学校対抗 埼玉栄高 弓道 団体 県立岩槻商業高
空手道 団体組手 埼玉栄高 ホッケー 県立飯能高
少林寺拳法 団体演武 川越東高
ライフル射撃 ビームライフル立射 栄北高
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【個人種目】　　　   ※〇数字は学年

競　技 種    目 氏名（学年） 学校名 競　技 種　　目 氏名（学年） 学校名
陸上競技 200ｍ ｳｫﾙｼｭ ｼﾞｭﾘｱﾝ③ 東野高 陸上競技 100ｍ 江口   琴美③ 昌平高
陸上競技 400ｍ ｳｫﾙｼｭ ｼﾞｭﾘｱﾝ③ 東野高 陸上競技 200ｍ 江口   琴美③ 昌平高
陸上競技 400ｍH 長谷伸之助③ 埼玉栄高 陸上競技 400ｍ 江口   琴美③ 昌平高
陸上競技 5000ｍ競歩 滝沢   大賀② 県立春日部東高 陸上競技 1500ｍ 中川   文華③ 昌平高
陸上競技 走高跳 阿部   大樹③ 昌平高 陸上競技 3000ｍ 中川   文華③ 昌平高
陸上競技 砲丸投 伊藤   大悟③ 市立川口総合高 陸上競技 100ｍH 川上   風花③ 昌平高
ボート シングルスカル 伊藤   大生③ 県立南稜高 陸上競技 400ｍH 池田   菜月③ 埼玉栄高
体操競技 ゆか 加藤   裕斗② 埼玉栄高 陸上競技 5000ｍW 峰村   かな③ 県立久喜高
相撲 無差別級 佐藤   貴信③ 埼玉栄高 陸上競技 走高跳 竹内      萌① 本庄第一高
自転車 ケイリン 板山   風瑞② 小松原高 陸上競技 走幅跳 田島   咲華③ 本庄東高
自転車 スクラッチ 池西   拓海③ 栄北高 陸上競技 やり投 平岡麻由美③ 本庄東高
レスリング フリースタイル55ｋｇ級 吉村   拓海② 埼玉栄高 卓球 ダブルス 平②　田口② 正智深谷高
レスリング フリースタイル74ｋｇ級 田辺   雄史③ 花咲徳栄高 卓球 シングルス 平   真由香② 正智深谷高
レスリング フリースタイル84ｋｇ級 山﨑弥十朗② 埼玉栄高 柔道 48ｋｇ級 常見   海琴② 埼玉栄高
レスリング フリースタイル96ｋｇ級 坂田   龍星③ 埼玉栄高 柔道 63ｋｇ級 工藤   七海② 埼玉栄高
レスリング フリースタイル120ｋｇ級 山本   泰丈③ 花咲徳栄高 柔道 78kg超級 冨田   若春② 埼玉栄高
ボクシング ライトフライ級B 榊原   達也③ 秀明英光高 体操競技 ゆか 宮内   玲奈② 県立戸田翔陽高
ボクシング バンダム級A 佐藤      龍③ 花咲徳栄高 体操競技 平均台 石倉あづみ② 県立ふじみ野高
ボクシング ライト級A 波田   大和③ 花咲徳栄高 自転車 2ｋｍｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｭｱﾙ･ﾊﾟｰｼｭｰﾄ 梶原   悠未② 筑波大坂戸高
ボクシング ライトウェルター級A 星      大翔② 秀明英光高 自転車 500ｍタイム・トライアル 梶原   悠未② 筑波大坂戸高
ウエイトリフティング 53ｋｇ級 小林   翔吾③ 埼玉栄高 自転車 ロード・レース 梶原   悠未② 筑波大坂戸高
ウエイトリフティング 69ｋｇ級 花井   慶典③ 県立草加南高 レスリング 46ｋｇ級 中村   未優① 埼玉栄高
空手道 個人組手 大島   紘樹② 埼玉栄高 ウエイトリフティング 48ｋｇ級 森   有理紗② 埼玉栄高
少林寺拳法 単独演武 村上      健③ 川越東高 アーチェリー 個人 大澤妃奈乃③ 県立宮代高
ライフル射撃 エアライフル立射 手塚   優希③ 西武文理高 なぎなた 個人試合 清水   瑞希② 狭山ヶ丘高
ライフル射撃 ビームライフル立射 浅井   勇人② 国際学院高

陸上競技 5000ｍ競歩 初雁   直人③ 県立松山高 陸上競技 100ｍ 橋本   真由③ 県立春日部東高
陸上競技 走高跳 平山   健一③ 昌平高 陸上競技 200ｍ 橋本   真由③ 県立春日部東高
陸上競技 棒高跳 末吉   龍太③ 県立羽生第一高 陸上競技 800ｍ 高見沢里歩② 県立坂戸西高
卓球 ダブルス 湯本②　玉置② 埼玉栄高 陸上競技 100ｍH 田中陽夏莉① 国際学院高
体操競技 平行棒 加藤   裕斗② 埼玉栄高 陸上競技 400ｍH 鈴木   玲音③ 埼玉栄高
新体操 クラブ 林      雅己③ 埼玉栄高 陸上競技 走高跳 遠山友美子② 県立松山女子高
自転車 4ｋｍ速度競争 西内   秀明③ 小松原高 陸上競技 走幅跳 田中友紀乃② 埼玉栄高
レスリング フリースタイル50ｋｇ級 齋藤   僚太③ 花咲徳栄高 陸上競技 円盤投 杉田   実咲② 西武台高
レスリング フリースタイル60ｋｇ級 逆井   琉偉① 花咲徳栄高 陸上競技 七種競技 平岡麻由美③ 本庄東高
レスリング グレコローマンスタイル55ｋｇ級 仲田      滉③ 花咲徳栄高 柔道 63ｋｇ級 湊      美樹③ 花咲徳栄高
ボクシング ピン級A 大里   拓未② 花咲徳栄高 体操競技 個人総合 石倉あづみ② 県立ふじみ野高
ボクシング フライ級A 矢代   博斗③ 花咲徳栄高 体操競技 跳馬 山本優理子③ 県立戸田翔陽高
ボクシング バンダム級B 富岡      樹② 秀明英光高 体操競技 段違い平行棒 宮内   玲奈② 県立戸田翔陽高
ボクシング ライトヘビー級A 内薗志一郎② 小松原高 体操競技 段違い平行棒 新井   菜央③ 県立ふじみ野高
少林寺拳法 組演武 澤田②　鈴木③ 川越東高 体操競技 平均台 新井   菜央③ 県立ふじみ野高
少林寺拳法 単独演武 河内   信喜③ 川越東高 体操競技 ゆか 石倉あづみ② 県立ふじみ野高

自転車 500ｍタイム・トライアル 細谷   夢菜① 県立浦和工業高
自転車 ロード・レース 細谷   夢菜① 県立浦和工業高
テニス ダブルス 西村③　天野③ 秀明英光高
レスリング 52ｋｇ級 岩崎   理栄③ 埼玉栄高
ウエイトリフティング 53kg級 榎本ほたる③ 埼玉栄高
ライフル射撃 エアライフル立射 千葉   朔海③ 栄北高
ライフル射撃 ビームライフル立射 小山真菜美③ 国際学院高
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