
【団体種目】 埼玉県高等学校体育連盟

学　校　名 学　校　名優
　
勝

剣道 団体 埼玉栄高 陸上競技 学校対抗 埼玉栄高
体操競技 団体 埼玉栄高 陸上競技 4×400ｍR 埼玉栄高
水泳（競泳） 学校対抗 春日部共栄高 バスケットボール Bブロック 昌平高
水泳（水球） 秀明英光高 卓球 学校対抗 正智深谷高
相撲 団体 埼玉栄高 ボート ダブルスカル 県立浦和第一女子高
バドミントン 埼玉栄高 ボート 舵手付クオドルプル 県立南稜高
自転車 4ｋｍﾁｰﾑ･ﾊﾟｰｼｭｰﾄ 県立浦和工業高 柔道 団体 埼玉栄高
ハンドボール 浦和学院高 体操競技 団体 県立戸田翔陽高
フェンシング 学校対抗 埼玉栄高 水泳（競泳） 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 バドミントン 埼玉栄高
ライフル射撃 ビームライフル立射 栄北高 テニス 団体 山村学園高

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

陸上競技 4×100mR 立教新座高 陸上競技 4×100mR 埼玉栄高
バスケットボール Bブロック 正智深谷高 陸上競技 4×400mR 本庄東高
サッカー Aグループ 西武台高 バスケットボール Aブロック 山村学園高
ラグビー Fブロック 川越東高 サッカー 花咲徳栄高
柔道 団体 埼玉栄高 水泳（競泳） 学校対抗 春日部共栄高
新体操 団体 埼玉栄高 バレーボール 細田学園高
水泳（競泳） 学校対抗 埼玉栄高 ホッケー 県立飯能高
水泳（水球） 埼玉栄高 カヌー カヤックフォア500ｍ さいたま市立大宮北高
水泳（飛込） 学校対抗 埼玉栄高 少林寺拳法 団体演武 県立狭山清陵高
自転車 学校対抗総合 県立浦和工業高
弓道 団体 県立川越高
レスリング 学校対抗 埼玉栄高
少林寺拳法 団体演武 川越東高
ライフル射撃 エアライフル立射 国際学院高
ライフル射撃 ビームライフル立射 国際学院高

　平２７（１５）　　　平２６（１１）　　　平２５（６）　　　平２４（１１） 　平２７（９）　　　平２６（９）　　　平２５（１０）　　　平２４（４）
※（　　）数字は入賞数

【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 110ｍH 塩田クフィー② 県立ふじみ野高 陸上競技 100ｍ 中谷   友香② 県立大宮東高
陸上競技 5000ｍ競歩 滝沢   大賀③ 県立春日部東高 陸上競技 400ｍH 山田   夏葵③ 本庄東高
陸上競技 三段跳 福島   弦也③ 聖望学園高 陸上競技 走高跳 竹内      萌② 本庄第一高
陸上競技 円盤投 秋場   康太③ 西武台高 陸上競技 走幅跳 田中友紀乃③ 埼玉栄高
陸上競技 ハンマー投 伊東   優成③ 県立松山高 陸上競技 七種競技 奥村   彩音② 聖望学園高
体操競技 個人総合 井上   博稔③ 埼玉栄高 卓球 ダブルス 平③　田口③ 正智深谷高
体操競技 ゆか 加藤   裕斗③ 埼玉栄高 卓球 シングルス 平   真由香③ 正智深谷高
体操競技 つり輪 加藤   裕斗③ 埼玉栄高 体操 個人総合 宮内   玲奈③ 県立戸田翔陽高
体操競技 跳馬 志田   拓巳② 埼玉栄高 体操競技 跳馬 矢田部清花① 県立戸田翔陽高
体操競技 鉄棒 志田   拓巳② 埼玉栄高 体操競技 段違い平行棒 宮内   玲奈③ 県立戸田翔陽高
水泳（競泳） 50ｍ自由形 荻野      剛③ 武南高 体操競技 平均台 小池   亜優① 県立戸田翔陽高
水泳（競泳） 400ｍ自由形 松本      輝③ 春日部共栄高 体操競技 ゆか 宮内   玲奈③ 県立戸田翔陽高
水泳（競泳） 1500ｍ自由形 松本      輝③ 春日部共栄高 水泳（競泳） 400ｍ自由形 佐藤   千夏① 埼玉栄高
水泳（競泳） 100ｍ平泳ぎ 宮本   一平① 埼玉栄高 水泳（競泳） 800ｍ自由形 佐藤   千夏① 埼玉栄高
水泳（競泳） 200ｍ平泳ぎ 宮本   一平① 埼玉栄高 水泳（競泳） 200ｍ平泳ぎ 横田   早桜① 春日部共栄高
水泳（競泳） 100ｍ背泳ぎ 内藤   良太③ 埼玉栄高 水泳（競泳） 4000ｍフリーリレー 柴田・堀川・佐藤・石森 埼玉栄高
水泳（競泳） 100ｍバタフライ 赤羽根康太② 春日部共栄高 水泳（競泳） 400ｍメドレーリレー 石森・守・細川・佐藤 埼玉栄高
水泳（競泳） 400ｍフリーリレー 小島・安藤・田中・赤羽根 春日部共栄高 自転車 500ｍタイム・トライアル 細谷   夢菜② 県立浦和工業高
水泳（競泳） 800ｍフリーリレー 小島・安藤・赤羽根・松本 春日部共栄高 自転車 2ｋｍｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｭｱﾙ･ﾊﾟｰｼｭｰﾄ 細谷   夢菜② 県立浦和工業高
水泳（競泳） 400ｍメドレーリレー 丸山・大木・赤羽根・小島 春日部共栄高 自転車 ロード・レース 細谷   夢菜② 県立浦和工業高
相撲 重量級 三浦      賢③ 埼玉栄高 テニス ダブルス 松田②　南③ 浦和学院高
相撲 無差別級 鎌谷   将且③ 埼玉栄高 ボクシング バンダム級 並木   月海② 花咲徳栄高
自転車 ケイリン 板山   風瑞③ 叡明高 ウエイトリフティング 48ｋｇ級 森   有理紗③ 埼玉栄高
自転車 ポイント・レース 中川      涼② 県立浦和工業高 ウエイトリフティング 53ｋｇ級 金子      萌③ 県立川口高
弓道 個人 松本   英悟③ 県立川越高 アーチェリー 個人 石櫃   美咲③ 県立上尾橘高
レスリング フリースタイル74ｋｇ級 前田   明都② 花咲徳栄高 ライフル射撃 エアライフル立射 阿部   有沙③ 栄北高
レスリング フリースタイル84ｋｇ級 山﨑弥十朗③ 埼玉栄高
ボクシング ピン級B 大里   拓未③ 花咲徳栄高
ウエイトリフティング 53ｋｇ級 平井   海斗② 県立羽生実業高
ウエイトリフティング 77ｋｇ級 齊藤   龍也③ 埼玉栄高
少林寺拳法 組演武 澤田③　刈屋③ 川越東高
ライフル射撃 エアライフル立射 島田      敦② 栄北高
ライフル射撃 ビームライフル立射 別府   一樹③ 栄北高

陸上競技 800ｍ 西久保達也③ 聖望学園高 陸上競技 100ｍ 船渡   彩寧③ 県立草加南高
陸上競技 三段跳 杉本   海渡③ 聖望学園高 陸上競技 200m 芝田   望笑② 埼玉栄高
陸上競技 砲丸投 秋場   康太③ 西武台高 陸上競技 400ｍ 芝田   望笑② 埼玉栄高
陸上競技 やり投 鈴木   貴也③ 春日部共栄高 陸上競技 800ｍ 新井   春花① 本庄東高
陸上競技 八種競技 ムーアアレクサンダー海② 昌平高 陸上競技 400ｍH 五味田奈穂③ 埼玉栄高
卓球 ダブルス 湯本③　玉置③ 埼玉栄高 陸上競技 5000m競歩 小池   優佳③ 本庄東高
卓球 シングルス 松山   佳樹① 埼玉栄高 陸上競技 走幅跳 小野瀬桃華① 埼玉栄高
体操競技 ゆか 井上   博稔③ 埼玉栄高 陸上競技 砲丸投 松下ちひろ① 市立川口総合高
体操競技 あん馬 栗原   朋也③ 埼玉栄高 陸上競技 円盤投 杉田   実咲③ 西武台高
体操競技 つり輪 田村   海登③ 県立大宮東高 陸上競技 やり投 古川   杏奈② 本庄東高
体操競技 跳馬 井上   博稔③ 埼玉栄高 陸上競技 七種競技 山田   夏葵③ 本庄東高
体操競技 平行棒 加藤   裕斗③ 埼玉栄高 体操競技 個人総合 小池   亜優① 県立戸田翔陽高
新体操 個人総合 田中   啓介① 埼玉栄高 体操競技 段違い平行棒 小池   亜優① 県立戸田翔陽高
新体操 スティック 田中   啓介① 埼玉栄高 体操競技 平均台 宮内   玲奈③ 県立戸田翔陽高
新体操 リング 田中   啓介① 埼玉栄高 水泳（競泳） 100ｍ自由形 石森   瑞奈③ 埼玉栄高
水泳（競泳） 200ｍ自由形 小島   稔生③ 春日部共栄高 水泳（競泳） 200ｍ自由形 石森   瑞奈③ 埼玉栄高
水泳（競泳） 100ｍ平泳ぎ 大木   淳平③ 春日部共栄高 水泳（競泳） 100ｍバタフライ 細川   琴江① 埼玉栄高
水泳（競泳） 100ｍ背泳ぎ 川端   宏昌③ 武南高 水泳（競泳） 400ｍフリーリレー 江森・川路・大久保・横田 春日部共栄高
水泳（競泳） 200ｍ背泳ぎ 内藤   良太③ 埼玉栄高 レスリング 46ｋｇ級 中村   未優② 埼玉栄高
水泳（競泳） 200ｍバタフライ 稲荷山   陸③ 埼玉栄高
水泳（競泳） 400ｍメドレーリレー 内藤・宮本・稲荷山・吉野 埼玉栄高
水泳（飛込） 高飛込 水間   誠人③ 埼玉栄高
自転車 3kmｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｭｱﾙ･ﾊﾟｰｼｭｰﾄ 保野   智也② 県立浦和工業高
自転車 ケイリン 桑名   僚也③ 栄北高
レスリング フリースタイル66ｋｇ級 中村   剛士③ 花咲徳栄高
レスリング フリースタイル96ｋｇ級 石黒   隼士① 花咲徳栄高
ボクシング ミドル級B 若谷      豪① 花咲徳栄高
ウエイトリフティング 69ｋｇ級 竹川   夏輝③ 県立川口高
ライフル射撃 エアライフル立射 井上   達貴③ 国際学院高
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