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学　校　名 学　校　名優
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陸上競技 4×400mR 立教新座高 陸上競技 4×100mR 国際学院高
サッカー Bグループ 昌平高 陸上競技 4×400mR 県立伊奈学園総合高
水泳（水球） 秀明英光高 ボート 舵手付クオドルプル 県立南稜高
相撲 団体 埼玉栄高 柔道 団体 埼玉栄高
バドミントン 埼玉栄高 体操競技 団体 県立戸田翔陽高
ライフル射撃 エアライフル立射 栄北高 水泳（競泳） 学校対抗 春日部共栄高

バドミントン 埼玉栄高
テニス 団体 山村学園高
ライフル射撃 エアライフル立射 栄北高

バスケットボール Aブロック 正智深谷高 陸上競技 学校対抗 埼玉栄高
ラグビー Fブロック 正智深谷高 陸上競技 4×100mR 聖望学園高
ボート 舵手付クオドルプル 県立越ヶ谷高 陸上競技 4×400mR 埼玉栄高
体操競技 団体 埼玉栄高 卓球 学校対抗 正智深谷高
水泳（水球） 埼玉栄高 ホッケー 県立飯能高
自転車 学校対抗総合 県立浦和工業高 カヌー カヤックフォア500ｍ さいたま市立大宮北高
レスリング 学校対抗 花咲徳栄高
空手道 団体組手 花咲徳栄高
アーチェリー 団体 栄東高
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
アイスホッケー 埼玉栄高
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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 100ｍ 佐野      陽② 立教新座高 陸上競技 100ｍ 田中陽夏莉③ 国際学院高
陸上競技 400ｍ 鈴木   雄太③ 県立春日部高 陸上競技 200ｍ 芝田   望笑③ 埼玉栄高
陸上競技 110ｍH 塩田クフィー③ 県立ふじみ野高 陸上競技 400ｍ 芝田   望笑③ 埼玉栄高
陸上競技 走幅跳 塩田クフィー③ 県立ふじみ野高 陸上競技 110ｍH 田中陽夏莉③ 国際学院高
陸上競技 やり投 相澤潤一郎③ 西武台高 陸上競技 400ｍH バルアミティラ③ 市立川口高
陸上競技 八種競技 北村   一真② 昌平高 陸上競技 走高跳 小池   芽生② 武南高
体操 つり輪 志田   拓巳③ 埼玉栄高 陸上競技 砲丸投 大野   史佳① 西武台高
体操 跳馬 青木   翔汰③ 埼玉栄高 陸上競技 七種競技 奥村   彩音③ 聖望学園高
水泳（競泳） 200ｍ自由形 田中   航希② 春日部共栄高 柔道 48ｋｇ級 溝口   愛歌① 埼玉栄高
水泳（競泳） 100ｍ平泳ぎ 宮本   一平② 埼玉栄高 体操 跳馬 矢田部清花② 県立戸田翔陽高
水泳（競泳） 200ｍ平泳ぎ 宮本   一平② 埼玉栄高 体操 段違い平行棒 三田   涼乃② 県立ふじみ野高
水泳（競泳） 100ｍバタフライ 赤羽根康太③ 春日部共栄高 水泳（競泳） 200ｍ自由形 永島      遥① 埼玉栄高
水泳（競泳） 400ｍフリーリレー 安藤・石橋・田中・赤羽根 春日部共栄高 水泳（競泳） 400ｍ自由形 佐藤   千夏② 埼玉栄高
自転車 ケイリン 藤井   雅樹③ 県立浦和工業高 水泳（競泳） 800ｍ自由形 佐藤   千夏② 埼玉栄高
レスリング フリースタイル74ｋｇ級 前田   明都③ 花咲徳栄高 水泳（競泳） 400ｍフリーリレー 佐藤・柴田・永島・松本 埼玉栄高
レスリング フリースタイル84ｋｇ級 石黒   隼士② 花咲徳栄高 自転車 500ｍタイム・トライアル 細谷   夢菜③ 県立浦和工業高
ウエイトリフティング 53ｋｇ級 平井   海斗③ 県立羽生実業高 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③ 県立浦和工業高
空手道 個人形 山中   望未② 立教新座高 自転車 ロード・レース 細谷   夢菜③ 県立浦和工業高
空手道 個人組手 嶋田   力斗② 埼玉栄高 テニス シングルス 松田   美咲③ 浦和学院高
アーチェリー 個人 佐伯   勇祐③ 栄東高 レスリング 46ｋｇ級 中村   未優③ 埼玉栄高
ライフル射撃 エアライフル立射 島田      敦③ 栄北高 ボクシング フライ級 並木   月海③ 花咲徳栄高

スキー 回転 高橋   莉沙③ 本庄東高
スキー 大回転 高橋   莉沙③ 本庄東高

陸上競技 100ｍ 岡田   和士③ 立教新座高 陸上競技 200ｍ 田植   晶子③ 県立伊奈学園総合高

陸上競技 200ｍ 齊藤   斗把③ 県立春日部東高 陸上競技 400ｍ 岩田   芽生② 昌平高
陸上競技 5000m競歩 榊原   颯音③ 本庄東高 陸上競技 400ｍH 浜田   真衣③ 県立伊奈学園総合高

陸上競技 走高跳 秋山   智也① 武南高 陸上競技 5000ｍ競歩 長谷川実香③ 県立所沢西高
陸上競技 三段跳 吉田   智也③ 県立大宮東高 卓球 シングルス 弓立美沙輝③ 正智深谷高
陸上競技 八種競技 ムーアアレクサンダー海③ 昌平高 体操 個人総合 矢田部清花② 県立戸田翔陽高
柔道 個人 焼谷   風太③ 埼玉栄高 体操 跳馬 近藤   真優② 県立戸田翔陽高
体操 鉄棒 高須功太郎③ 埼玉栄高 体操 平均台 矢田部清花② 県立戸田翔陽高
新体操 リング 田中   啓介② 埼玉栄高 体操 ゆか 近藤   真優② 県立戸田翔陽高
水泳（競泳） 200ｍ自由形 安藤   涼太③ 春日部共栄高 水泳（競泳） 200ｍ自由形 柴田   夏海② 埼玉栄高
水泳（競泳） 800ｍフリーリレー 田中・石橋・安藤・赤羽根 春日部共栄高 水泳（競泳） 200ｍ背泳ぎ 鈴木   桃果③ 春日部共栄高
相撲 無差別級 齋藤   大輔① 埼玉栄高 水泳（競泳） 200ｍ平泳ぎ 横田   早桜② 春日部共栄高
自転車 ケイリン 柴山   徳幸③ 県立杉戸農業高 テニス シングルス 清水   映里③ 山村学園高
自転車 スクラッチ 安彦   統賀③ 県立川越工業高 テニス ダブルス 清水③　黒須② 山村学園高
自転車 ポイントレース 中川      涼③ 県立浦和工業高 レスリング 46ｋｇ級 吉元玲美那① 埼玉栄高
テニス シングルス 田中優之介③ 秀明英光高 ボクシング バンダム級 塚越   さくら② 花咲徳栄高
レスリング フリースタイル55ｋｇ級 土屋   佑斗③ 花咲徳栄高 ウエイトリフティング 53ｋｇ級 前場   菜桜② 埼玉栄高
レスリング フリースタイル66ｋｇ級 太田   真暉③ 埼玉栄高 空手道 個人組手 臼方菜々海③ 花咲徳栄高
レスリング フリースタイル74ｋｇ級 八木   海里③ 埼玉栄高 スキー 大回転 佐藤   万尋② 県立不動岡高
ボクシング ウエルター級B 奥山   武蔵① 花咲徳栄高
ボクシング ミドル級A 若谷      豪② 花咲徳栄高
少林寺拳法 組演武 岩田③　荒井③ 川越東高
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