
【団体種目】　（　）数字は入賞数　

新体操 団体総合 埼玉栄 体操 団体総合 県立ふじみ野
水泳（水球） 秀明英光
レスリング 学校対抗 花咲徳栄

Ｈ２６（３）　Ｈ２５（１）　Ｈ２４（３）　Ｈ２３（１）　Ｈ２２（２） Ｈ２６（１）　Ｈ２５（１）　Ｈ２４（１）　Ｈ２３（２）　Ｈ２２（１）
水泳（競泳） 学校対抗 埼玉栄 水泳（競泳） 学校対抗 埼玉栄
少林寺拳法 団体演武 川越東
アイスホッケー 埼玉栄

Ｈ２６（３）　Ｈ２５（３）　Ｈ２４（１）　Ｈ２３（３）　Ｈ２２（０） Ｈ２６（１）　Ｈ２５（２）　Ｈ２４（０）　Ｈ２３（１）　Ｈ２２（０）
体操 団体総合４位 埼玉栄 卓球 学校対抗３位 正智深谷
水泳（競泳） 学校対抗３位 春日部共栄 ホッケー ３位 県立飯能
ソフトボール ３位 埼玉栄 空手道 団体組手３位 花咲徳栄
バドミントン 学校対抗３位 埼玉栄 空手道 学校対抗３位 花咲徳栄
駅伝 学校対抗３位 埼玉栄

Ｈ２６（５）　Ｈ２５（１０）　Ｈ２４（６）　Ｈ２３（４）　Ｈ２２（５） Ｈ２６（４）　Ｈ２５（２）　Ｈ２４（２）　Ｈ２３（５）　Ｈ２２（４）
剣道 団体５位 本庄第一 バドミントン 学校対抗５位 埼玉栄
水泳（飛込） 学校対抗６位 埼玉栄 陸上競技 学校対抗８位 昌平
水泳（水球） ５位 埼玉栄 ボート 舵手つきクォドルプル５位 小島・大滝・鈴関・尾形・友納 県立浦和第一女子
ボクシング 学校対抗６位 花咲徳栄 バレーボール ５位 春日部共栄
フェンシング 学校対抗５位 埼玉栄
ホッケー ５位 県立飯能南

Ｈ２６（６）　Ｈ２５（２）　Ｈ２４（７）　Ｈ２３（４）　Ｈ２２（６） Ｈ２６（４）　Ｈ２５（６）　Ｈ２４（８）　Ｈ２３（６）　Ｈ２２（４）

【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
新体操 クラブ 林      雅己③ 埼玉栄 体操 個人総合 石倉あづみ② 県立ふじみ野
水泳（競泳） ２００ｍバタフライ 矢島   優也③ 春日部共栄 体操 段違い平行棒 山本優理子③ 県立戸田翔陽
水泳（競泳） １００ｍバタフライ 矢島   優也③ 春日部共栄 体操 平均台 石倉あづみ② 県立ふじみ野
水泳（競泳） ４００ｍメドレーリレー 内藤・松村・稲荷山・林 埼玉栄 水泳（競泳） ２００ｍ平泳ぎ 千田舞奈美① 春日部共栄
レスリング ７４kg級 田辺   雄史③ 花咲徳栄 水泳（競泳） ４００ｍメドレーリレー 梶野・関口・黒川・石森 埼玉栄
レスリング ８４kg級 山﨑弥十朗② 埼玉栄 バドミントン ダブルス 尾﨑③・川島(里)③ 埼玉栄
レスリング ９６kg級 石黒   峻士② 花咲徳栄
アーチェリー 個人 駒形   竜成③ 県立豊岡

Ｈ２６（８）　Ｈ２５（９）　Ｈ２４（７）　Ｈ２３（６）　Ｈ２２（１２） Ｈ２６（６）　Ｈ２５（４）　Ｈ２４（４）　Ｈ２３（５）　Ｈ２２（１）
新体操 個人 林      雅己③ 埼玉栄 陸上競技 ２００m 江口   琴美③ 昌平
水泳（競泳） １００ｍ背泳ぎ 内藤   良太② 埼玉栄 陸上競技 ４×１００ｍリレー 吉村・永森・橋本・中村 県立春日部東
水泳（競泳） ４００ｍフリーリレー 水村・石川・吉野・林 埼玉栄 柔道 48kg級 常見   海琴② 埼玉栄
水泳（競泳） ８００ｍフリーリレー 吉野・水村・関矢・林 埼玉栄 体操 跳馬 山本優理子③ 県立戸田翔陽
自転車 スクラッチ 池西   拓海③ 栄北 体操 段違い平行棒 石倉あづみ② 県立ふじみ野
レスリング ５５kg級 吉村   拓海② 埼玉栄 体操 ゆか 石倉あづみ② 県立ふじみ野
レスリング ６６kg級 中村   剛士② 花咲徳栄 水泳（競泳） １００ｍ自由形 石森   瑞奈② 埼玉栄
レスリング 1２０kg級 山本   泰丈③ 花咲徳栄 バドミントン ダブルス 清水③・高畑② 県立大宮東
ボクシング ライト級 波田   大和③ 花咲徳栄
ウエイトリフティング ５３kg級スナッチ 小林   翔吾③ 埼玉栄

Ｈ２６（１０）　Ｈ２５（３）　Ｈ２４（４）　Ｈ２３（４）　Ｈ２２（７） Ｈ２６（８）　Ｈ２５（３）　Ｈ２４（８）　Ｈ２３（２）　Ｈ２２（２）
柔道 ６６kg級３位 長谷川   雷③ 埼玉栄 陸上競技 100ｍ４位 江口   琴美③ 昌平
体操 跳馬４位 山川   瑠都③ 埼玉栄 陸上競技 走幅跳４位 田中友紀乃② 埼玉栄
新体操 スティック３位 林      雅己③ 埼玉栄 卓球 シングルス３位 田口瑛美子② 正智深谷
水泳（競泳） 4００ｍ自由形３位 小島   稔生② 春日部共栄 柔道 ５７kg級３位 柴田   理帆③ 埼玉栄
水泳（競泳） 2００ｍ個人メドレー４位 久保田敏生③ 埼玉栄 体操 個人総合４位 山本優理子③ 県立戸田翔陽
水泳（競泳） １００ｍ背泳ぎ４位 川端   宏昌② 武南 体操 平均台３位 新井   菜央③ 県立ふじみ野
水泳（競泳） ２００ｍ背泳ぎ３位 内藤   良太② 埼玉栄 水泳（競泳） ２００ｍ個人メドレー４位 黒川   さくら② 埼玉栄
水泳（競泳） １００ｍ平泳ぎ３位 大木   淳平② 春日部共栄 水泳（競泳） ２００ｍ自由形３位 石森   瑞奈② 埼玉栄
水泳（競泳） ４００ｍフリーリレー３位 小島・安藤・矢島・松本 春日部共栄 水泳（競泳） １００ｍ平泳ぎ４位 関口   美咲③ 埼玉栄
水泳（競泳） ４００ｍメドレーリレー４位 丸山・大木・矢島・小島 春日部共栄 バドミントン シングルス３位 尾崎   沙織③ 埼玉栄
水泳（飛込） 高飛込４位 水間   誠人② 埼玉栄 カヌー カヌースプリント・カヤックシングル２００ｍ４位 佐々木　 舞③ 県立越谷東
バドミントン ダブルス３位 小川②・森岡② 埼玉栄 なぎなた 個人３位 土田   翔子③ 埼玉栄
自転車 チーム・スプリント３位 助川③・新井③・木村③ 県立川越工業
ボクシング ライトフライ級３位 榊原   達也③ 秀明英光
フェンシング エペ３位 小野   真英③ 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 小林   翔吾③ 埼玉栄
ウエイトリフティング 53kg級トータル３位 小林   翔吾③ 埼玉栄
空手道 個人形３位 町田   康裕① 県立伊奈学園総合
少林寺拳法 単独演武４位 村上      健③ 川越東

Ｈ２６（１９）　Ｈ２５（１４）　Ｈ２４（１１）　Ｈ２３（１６）　Ｈ２２（８） Ｈ２６（１２）　Ｈ２５（６）　Ｈ２４（７）　Ｈ２３（７）　Ｈ２２（１０）
陸上競技 １５００ｍ６位 新井   康平③ 浦和実業 陸上競技 1500ｍ６位 中川   文華③ 昌平
陸上競技 ５０００ｍ競歩５位 滝沢   大賀② 県立春日部東 陸上競技 100ｍH６位 川上   風花③ 昌平
陸上競技 ５０００ｍ競歩８位 初雁   直人③ 県立松山 陸上競技 400ｍH７位 池田   菜月③ 埼玉栄
陸上競技 棒高跳８位 末吉   龍太③ 県立羽生第一 陸上競技 ４×４００ｍリレー６位 芝田・鬼塚・鈴木・池田 埼玉栄
ボート シングルスカル５位 伊藤   大生③ 県立南稜 陸上競技 5000ｍ競歩８位 峰村   かな③ 県立久喜
体操 あん馬７位 加藤   裕斗② 埼玉栄 陸上競技 円盤投５位 杉田   実咲② 西武台
体操 あん馬８位 志田   拓巳① 埼玉栄 卓球 シングルス５位 牛嶋   星羅② 正智深谷
体操 つり輪６位 加藤   裕斗② 埼玉栄 柔道 ７０kg級５位 西願寺保乃加③ 埼玉栄
体操 跳馬７位 若狭   天太③ 埼玉栄 柔道 ７８kg超級５位 冨田   若春② 埼玉栄
水泳（競泳） 4００ｍ自由形８位 松本      輝② 春日部共栄 体操 個人総合７位 宮内   玲奈② 県立戸田翔陽
水泳（競泳） 2００ｍ個人メドレー７位 岩崎      慶③ 武南 体操 段違い平行棒７位 新井   菜央③ 県立ふじみ野
水泳（競泳） 2００ｍ自由形８位 小島   稔生② 春日部共栄 水泳（競泳） ２００ｍ背泳ぎ７位 梶野   美優③ 埼玉栄
水泳（競泳） ２００ｍ背泳ぎ５位 川端   宏昌② 武南 水泳（競泳） ４００ｍメドレーリレー７位 林・千田・内田・大久保 春日部共栄
水泳（競泳） ２００ｍ背泳ぎ８位 岩崎      慶③ 武南 水泳（競泳） ４００ｍフリーリレー７位 石森・黒川・曽根・佐藤 埼玉栄
水泳（競泳） １００ｍ平泳ぎ５位 松村   優樹③ 埼玉栄 弓道 個人６位 中里   桃佳② 東京農大三
水泳（競泳） ８００ｍフリーリレー７位 小島・安藤・矢島・松本 春日部共栄 フェンシング エペ５位 才藤   歩夢③ 埼玉栄
相撲 個人５位 佐藤   貴信③ 埼玉栄
バドミントン ダブルス５位 玉手③・中田③ 埼玉栄
自転車 ４km速度競走６位 西内   秀明③ 小松原
レスリング ６０kg級５位 逆井   琉偉① 花咲徳栄
ボクシング フライ級５位 矢代   博斗③ 花咲徳栄
フェンシング サーブル５位 髙澤   和樹③ 埼玉栄
ウエイトリフティング ６９kg級スナッチ６位 花井   慶典③ 県立草加南
ウエイトリフティング ６９kg級クリーン＆ジャーク５位 花井   慶典③ 県立草加南
ウエイトリフティング ６９kg級トータル６位 花井   慶典③ 県立草加南
少林寺拳法 単独演武５位 上野   祐樹③ 城北埼玉
少林寺拳法 組演武８位 沢田②・鈴木③ 川越東

Ｈ２６（１６）　Ｈ２５（１４）　Ｈ２４（２０）　Ｈ２３（１４）　Ｈ２２（１６）

　入　賞　数　合　計 平成２６年度（１３３）　　平成２５年度（１０４）　　平成２４年度（１０７）　平成２３年度（１０６）　平成２２年度（９５）

団体入賞合計（女子）　Ｈ２６（１０）　Ｈ２５（１１）　Ｈ２４（１１）　Ｈ２３（１４）　Ｈ２２（９）

平成２６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（冬季大会含む）

２／10現在
男　　　子 女　　　子

競技種目 学校名 競技種目 学校名

Ｈ２６（２７）　Ｈ２５（２４）　Ｈ２４（１８）　Ｈ２３（２６）　Ｈ２２（１７）

優
勝

準
優
勝

ベ
ス
ト
４

ベ
ス
ト
８

団体入賞合計（男子）　Ｈ２６（１７）　Ｈ２５（１６）　Ｈ２４（１７）　Ｈ２３（１２）　Ｈ２２（１３）

　個人入賞合計（男子）　　Ｈ２６（６４）　Ｈ２５（５０）　Ｈ２４（４０）　 Ｈ２３（５２）　Ｈ２２（４４） 個人入賞合計（女子）　Ｈ２６（４２）　Ｈ２５（２７）　Ｈ２４（３９）　 Ｈ２３（２８）　Ｈ２２（２９）

　男女別入賞合計（男子）　Ｈ２６（８１）　Ｈ２５（６６）　Ｈ２４（５７）　Ｈ２３（６４）　Ｈ２２（５７） 　男女別入賞合計（女子）　Ｈ２６（５２）　Ｈ２５（３８）　Ｈ２４（５０）　Ｈ２３（４２）　Ｈ２２（３８）

男　　　子 女　　　子

優
勝

準
優
勝

ベ
ス
ト
４

ベ
ス
ト
８


