
【団体種目】　（　）数字は入賞数　

バドミントン 学校対抗 埼玉栄 体操 団体総合 県立戸田翔陽

Ｈ２８（１）　Ｈ２７（４）　Ｈ２６（３）　Ｈ２５（１）　Ｈ２４（３） Ｈ２８（１）　Ｈ２７（３）　Ｈ２６（１）　Ｈ２５（１）　Ｈ２４（１）
相撲 団体 埼玉栄 水泳（競泳） 学校対抗 春日部共栄
水泳（水球） 秀明英光

Ｈ２８（２）　Ｈ２７（１）　Ｈ２６（２）　Ｈ２５（３）　Ｈ２４（１） Ｈ２８（１）　Ｈ２７（０）　Ｈ２６（１）　Ｈ２５（２）　Ｈ２４（０）
サッカー ３位 昌平 ボート 舵手つきクォドルプル４位 向野・今村・米澤・鈴木・八色 県立浦和第一女子
柔道 団体３位 埼玉栄
水泳（水球） ３位 埼玉栄
少林寺拳法 団体演武４位 県立小川

Ｈ２８（４）　Ｈ２７（４）　Ｈ２６（４）　Ｈ２５（１０）　Ｈ２４（６） Ｈ２８（１）　Ｈ２７（３）　Ｈ２６（４）　Ｈ２５（２）　Ｈ２４（２）
体操 団体総合５位 埼玉栄 卓球 学校対抗５位 正智深谷
自転車 学校対抗総合８位 県立浦和工業 水泳（競泳） 学校対抗７位 埼玉栄
ウエイトリフティング 学校対抗６位 県立羽生実業 バドミントン 学校対抗５位 埼玉栄
水泳（競泳） 学校対抗７位 春日部共栄 フェンシング 学校対抗５位 埼玉栄
スケート（アイスホッケー） ５位 埼玉栄 少林寺拳法 団体演武７位 県立小川

Ｈ２８（５）　Ｈ２７（２）　Ｈ２６（６）　Ｈ２５（１）　Ｈ２４（６） Ｈ２８（５）　Ｈ２７（２）　Ｈ２６（４）　Ｈ２５（６）　Ｈ２４（８）

【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
水泳（競泳） ２００ｍ平泳ぎ 宮本   一平② 埼玉栄 体操 個人総合 小池   亜優② 県立戸田翔陽
自転車 ポイントレース 中川      涼③ 県立浦和工業 体操 跳馬 小池   亜優② 県立戸田翔陽
バドミントン ダブルス 渡邉③・仁平③ 埼玉栄 体操 平均台 小池   亜優② 県立戸田翔陽
レスリング ８４ｋｇ級 石黒   隼士② 花咲徳栄 体操 ゆか 中路   紫帆① 県立戸田翔陽
ウエイトリフティング ５３kg級クリーン＆ジャーク 平井   海斗③ 県立羽生実業 バドミントン ダブルス 川島③・上杉③ 埼玉栄
ウエイトリフティング ５３kg級トータル 平井   海斗③ 県立羽生実業
ウエイトリフティング ５６ｋｇ級スナッチ 松浦   涼馬③ 県立川口
空手道 個人形 山中   望未② 立教新座

Ｈ２８（８）　Ｈ２７（７）　Ｈ２６（８）　Ｈ２５（９）　Ｈ２４（７） Ｈ２８（５）　Ｈ２７（８）　Ｈ２６（６）　Ｈ２５（４）　Ｈ２４（４）
柔道 １００ｋｇ超級 蓜島      剛③ 埼玉栄 陸上競技 １００ｍＨ 田中陽夏莉③ 国際学院
体操 ゆか 高須功太郎③ 埼玉栄 陸上競技 七種競技 奥村   彩音③ 聖望学園
水泳（競泳） １００ｍ平泳ぎ 宮本   一平② 埼玉栄 柔道 ５２ｋｇ級 富沢   佳奈② 埼玉栄
水泳（競泳） １００ｍバタフライ 赤羽根康太③ 春日部共栄 体操 平均台 中路   紫帆① 県立戸田翔陽
バドミントン ダブルス 小野寺③・岡村③ 埼玉栄 水泳（競泳） ２００ｍ自由形 柴田   夏海② 埼玉栄
バドミントン シングルス 小野寺雅之③ 埼玉栄 水泳（競泳） ４００ｍ自由形 佐藤   千夏② 埼玉栄
テニス シングルス 田中優之介③ 秀明英光 水泳（競泳） ２００ｍ背泳ぎ 鈴木   桃果③ 春日部共栄
レスリング ９６ｋｇ級 吉田ケイワン② 花咲徳栄 テニス ダブルス 米原③・浮田② 秀明英光

テニス シングルス 松田   美咲③ 浦和学院

Ｈ２８（８）　Ｈ２７（１２）　Ｈ２６（１０）　Ｈ２５（３）　Ｈ２４（４） Ｈ２８（９）　Ｈ２７（５）　Ｈ２６（８）　Ｈ２５（３）　Ｈ２４（８）
陸上競技 やり投３位 相澤潤一郎③ 西武台 陸上競技 ２００ｍ３位 芝田   望笑③ 埼玉栄
陸上競技 １００ｍ４位 佐野      陽② 立教新座 陸上競技 走高跳３位 竹内      萌③ 本庄第一
柔道 ８１ｋｇ級３位 焼谷   風太③ 埼玉栄 柔道 ４８ｋｇ級３位 伴   由梨奈③ 埼玉栄
体操 跳馬４位 藤巻   竣平② 埼玉栄 柔道 ７８ｋｇ超級３位 石塚   早稀③ 埼玉栄
新体操 ロープ３位 田中   啓介② 埼玉栄 体操 個人総合４位 中路   紫帆① 県立戸田翔陽
新体操 個人４位 田中   啓介② 埼玉栄 体操 跳馬４位 中路   紫帆① 県立戸田翔陽
水泳（競泳） ２００ｍ自由形３位 田中   航希② 春日部共栄 水泳（競泳） ８００ｍ自由形３位 佐藤   千夏② 埼玉栄
水泳（競泳） ４００ｍリレー４位 赤羽根・安藤・石橋・田中（航） 春日部共栄 水泳（競泳） １００ｍ背泳ぎ４位 染谷   世奈① 春日部共栄
自転車 ポイントレース３位 關根   論容③ 叡明 水泳（競泳） １００ｍ平泳ぎ４位 宮坂   倖乃① 春日部共栄
自転車 ４ｋｍ速度競走４位 芝田順之介② 筑波大坂戸 水泳（競泳） ８００ｍリレー４位 柴田・松本・永島・佐藤 埼玉栄
自転車 スクラッチ３位 安彦   統賀③ 県立川越工業 弓道 個人４位 折原   美和③ 県立大宮光陵
自転車 ケイリン３位 村山   悠人③ 県立川越工業 空手道 個人組手３位 吉岡   静香③ 花咲徳栄
テニス ダブルス３位 田中優③・田中隆③ 秀明英光 少林寺拳法 単独演武４位 能祖   咲希③ 県立小川
レスリング ７４ｋｇ級３位 前田   明都③ 花咲徳栄
ボクシング ライト級３位 千田      亮③ 花咲徳栄
ボクシング ミドル級３位 若谷      豪② 花咲徳栄
ウエイトリフティング ５３ｋｇ級スナッチ３位 平井   海斗③ 県立羽生実業
ウエイトリフティング ５６kg級トータル３位 松浦   涼馬③ 県立川口
ウエイトリフティング ５６kg級クリーン＆ジャーク４位 松浦   涼馬③ 県立川口
ウエイトリフティング ６２ｋｇ級スナッチ４位 尾澤      仁③ 県立羽生実業
空手道 個人形３位 町田   康裕③ 県立伊奈学園総合
スケート（スピード） １５００ｍ４位 松津   秀太② 秀明英光

Ｈ２８（２２）　Ｈ２７（２０）　Ｈ２６（１９）　Ｈ２５（１４）　Ｈ２４（１１） Ｈ２８（１３）　Ｈ２７（９）　Ｈ２６（１２）　Ｈ２５（６）　Ｈ２４（７）
陸上競技 八種競技５位 北村   一真② 昌平 陸上競技 やり投５位 古川   杏奈③ 本庄東
陸上競技 三段跳８位 吉田   智也③ 県立大宮東 陸上競技 ４００ｍ７位 芝田   望笑③ 埼玉栄
柔道 ６６ｋｇ級５位 西願寺哲平① 埼玉栄 陸上競技 砲丸投８位 松下 ちひろ② 市立川口総合
体操 鉄棒８位 青木   翔汰③ 埼玉栄 体操 段違い平行棒６位 小池   亜優② 県立戸田翔陽
新体操 リング８位 田中   啓介② 埼玉栄 体操 段違い平行棒８位 三田   涼乃② 県立ふじみ野
水泳（競泳） ５０ｍ自由形８位 岩佐   拓馬② 花咲徳栄 体操 平均台５位 岡田   麻衣① 県立戸田翔陽
水泳（競泳） ２００ｍ自由形６位 安藤   涼太③ 春日部共栄 体操 ゆか５位 小池   亜優② 県立戸田翔陽
水泳（競泳） ４００ｍ個人メドレー５位 本庄   智貴③ 埼玉栄 水泳（競泳） １００ｍ背泳ぎ６位 鈴木   桃果③ 春日部共栄
水泳（競泳） １００ｍ平泳ぎ８位 吉田   考希③ 星野 水泳（競泳） ２００ｍ平泳ぎ５位 千田舞奈美③ 春日部共栄
バドミントン シングルス５位 渡邉   航貴③ 埼玉栄 水泳（競泳） ２００ｍ平泳ぎ６位 宮坂   倖乃① 春日部共栄
自転車 スクラッチ５位 渡辺   慶太③ 県立浦和工業 水泳（競泳） ２００ｍ平泳ぎ８位 野本 ひかる① 花咲徳栄
ボクシング フライ級５位 西岡   伶英① 花咲徳栄 水泳（競泳） ４００ｍリレー６位 佐藤・柴田・永島・松本 埼玉栄
フェンシング フルーレ５位 海老原   樹② 埼玉栄 水泳（競泳） ４００ｍリレー７位 笹澤・江森・宮坂・横田 春日部共栄
ウエイトリフティング ６２ｋｇ級トータル５位 尾澤      仁③ 県立羽生実業 水泳（競泳） ４００ｍメドレーリレー５位 染谷・宮坂・塩入・横田 春日部共栄
ウエイトリフティング ６２ｋｇ級クリーン＆ジャーク６位 尾澤      仁③ 県立羽生実業 水泳（競泳） １００ｍバタフライ５位 細川   琴江② 埼玉栄
スケート（スピード） １０００ｍ８位 松津   秀太② 秀明英光 水泳（競泳） ８００ｍリレー８位 横田・嵯峨・笹澤・江森 春日部共栄
スケート（フィギュア） ５位 小林   建斗③ 秀明英光 バドミントン シングルス５位 川島   美南③ 埼玉栄

テニス シングルス５位 清水   映里③ 山村学園
空手道 個人形５位 清水 さつき③ 県立松山女子
スキー スラローム５位 高橋   莉沙③ 本庄東

Ｈ２８（２０）　Ｈ２７（２２）　Ｈ２６（１６）　Ｈ２５（１４）　Ｈ２４（２０）

　入　賞　数　合　計 平成２８年度（１２２）　　平成２７年度（１３１）　　平成２６年度（１３３）　　平成２５年度（１０４）　　平成２４年度（１０７）

　個人入賞合計（男子）　　Ｈ２８（５５）　Ｈ２７（６４）　Ｈ２６（６４）　Ｈ２５（５０）　Ｈ２４（４０） 個人入賞合計（女子）　Ｈ２８（４７）　Ｈ２７（４４）　Ｈ２６（４２）　Ｈ２５（２７）　Ｈ２４（３９）

　男女別入賞合計（男子）　Ｈ２８（６７）　Ｈ２７（７５）　Ｈ２６（７９）　Ｈ２５（６５）　Ｈ２４（５６） 男女別入賞合計（女子）　Ｈ２８（５５）　Ｈ２７（５２）　Ｈ２６（５２）　Ｈ２５（３８）　Ｈ２４（５０）

男　　　子 女　　　子

優
勝

準
優
勝

ベ
ス
ト
４

ベ
ス
ト
８

Ｈ２８（１７）　Ｈ２７（２５）　Ｈ２６（２７）　Ｈ２５（２４）　Ｈ２４（１８）

優
勝

準
優
勝

ベ
ス
ト
４

ベ
ス
ト
８

団体入賞合計（男子）　Ｈ２８（１２）　Ｈ２７（１１）　Ｈ２６（１５）　Ｈ２５（１５）　Ｈ２４（１６） 団体入賞合計（女子）　Ｈ２８（８）　Ｈ２７（８）　Ｈ２６（１０）　Ｈ２５（１１）　Ｈ２４（１１）

平成２８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）

埼玉県高等学校体育連盟（２／６現在）
男　　　子 女　　　子

競技種目 学校名 競技種目 学校名


