
【団体種目】

学　校　名 学　校　名
陸上競技 ４×４００ｍR 武南高 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 ４×４００ｍR 埼玉栄高
新体操 団体 埼玉栄高 バスケット 山村学園高
相撲 団体 埼玉栄高 ボート 舵手付クオドルプル 県立浦和第一女子高
ソフトボール 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 体操競技 団体 県立戸田翔陽高
弓道 団体 県立羽生第一高 バドミントン 埼玉栄高
少林寺拳法 団体演武 川越東高 テニス 団体 浦和学院高
ライフル射撃 ビームライフル立射 西武文理高

陸上競技 ４×１００ｍR 県立春日部東高 陸上競技 ４×１００ｍR 県立春日部東高
ラグビー　Ｃブロック 県立浦和高 卓球 学校対抗 正智深谷高
ラグビー　Ｇブロック 慶應志木高 ホッケー 県立飯能高
ボート 舵手付クオドルプル 慶應志木高 ライフル射撃 ビームライフル立射 国際学院高
ハンドボール 浦和学院高
レスリング 学校対抗 花咲徳栄高
ボクシング 学校対抗 花咲徳栄高
フェンシング 埼玉栄高
アーチェリー 団体 大宮開成高
カヌー カナディアンフォア500ｍ 市立大宮北高
ライフル射撃 ビームライフル立射 栄北高
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※（　　）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 200ｍ 佐藤拳太郎③ 県立豊岡高 陸上競技 100ｍ 土井   杏南② 埼玉栄高
陸上競技 400ｍ 伊藤   健太③ 武南高 陸上競技 1500ｍ 中川   文華① 昌平高
陸上競技 3000m障害 柳川   和史③ 東京農大三高 陸上競技 400ｍ障害 鈴木   佑菜③ 埼玉栄高
陸上競技 三段跳 池畠旭佳瑠③ 聖望学園高 陸上競技 5000ｍ競歩 渡邉   志穂③ 県立春日部東高
陸上競技 砲丸投 奥野   風摩③ 西武台高 陸上競技 七種競技 平岡麻由美① 本庄東高
陸上競技 円盤投 近藤      廉③ 市立川口総合高 卓球 シングルス 平   侑里香② 正智深谷高
陸上競技 ハンマー投 岡野   敬史③ 県立松山高 ボート シングルスカル 渡邉      楓③ 県立浦和第一女子高

陸上競技 八種競技 林      寛高③ 国際学院高 柔道 57ｋｇ級 丸山  ちひろ② 埼玉栄高
ソフトテニス 福嶋②　井山② 県立松山高 体操競技 段違い平行棒 兎澤      静③ 県立戸田翔陽高
体操競技 つり輪 星野   力維③ 埼玉栄高 なぎなた 演技 堀内②　高橋③ 埼玉栄高
新体操 リング 石川   航大③ 埼玉栄高 ライフル射撃 ビームライフル立射 宮川  ちさと③ 国際学院高
新体操 ロープ 石川   航大③ 埼玉栄高
新体操 個人総合 石川   航大③ 埼玉栄高
相撲 無差別級 矢後   太規③ 埼玉栄高
自転車 スクラッチ 早川   侑哉② 栄北高
レスリング フリースタイル66ｋｇ級 澤田   翔人③ 埼玉栄高
レスリング フリースタイル120ｋｇ級 山本   晋也③ 花咲徳栄高
レスリング グレコローマンスタイル50ｋｇ級 清水   洸希① 花咲徳栄高
レスリング グレコローマンスタイル120ｋｇ級 山本   泰丈① 花咲徳栄高
ボクシング ピン級Ａ 榊原   達也① 秀明栄光高
ボクシング ピン級Ｂ 加藤滉太郎② 花咲徳栄高
ボクシング フライ級Ｂ 矢代   博斗① 花咲徳栄高
ボクシング ライトウェルター級Ａ 三田   拓也③ 花咲徳栄高
ボクシング ライトウェルター級Ｂ 宇津木   秀③ 花咲徳栄高
ウエイトリフティング 94ｋｇ級 中村      猛③ 埼玉栄高
少林寺拳法 単独演武 堂脇   周平③ 城北埼玉高
ライフル射撃 ビームライフル立射 花崎   孝輔② 西武文理高

陸上競技 400ｍ 佐藤拳太郎③ 県立豊岡高 陸上競技 100ｍ 福嶋   美緒② 県立春日部東高
陸上競技 1500ｍ 富越洸二朗③ 埼玉栄高 陸上競技 200ｍ 福嶋   美緒② 県立春日部東高
陸上競技 3000ｍ障害 口町      亮③ 市立川口高 陸上競技 400ｍ 鈴木   佑菜③ 埼玉栄高
陸上競技 走高跳 鈴木   優也③ 東京農大三高 陸上競技 800ｍ 中川   文華① 昌平高
陸上競技 砲丸投 近藤      廉③ 市立川口総合高 陸上競技 100ｍ障害 川上   風花① 昌平高
陸上競技 円盤投 奥野   風摩③ 西武台高 陸上競技 5000ｍ競歩 八木      望③ 県立熊谷女子高
新体操 リング 斉藤   祐磨① 埼玉栄高 陸上競技 やり投 二方恵里奈③ 西武台高
新体操 ロープ 斉藤   祐磨① 埼玉栄高 卓球 シングルス 田﨑   彩織③ 正智深谷高
新体操 個人総合 斉藤   祐磨① 埼玉栄高 柔道 52ｋｇ級 川辺   彩香② 花咲徳栄高
相撲 無差別級 小山内力樹③ 埼玉栄高 体操競技 個人総合 兎澤      静③ 県立戸田翔陽高
自転車 ケイリン 植原   琢也③ 小松原 体操競技 跳馬 押田   美咲① 埼玉栄高
自転車 4000ｍ速度競走 有山   誠昌③ 小松原 体操競技 段違い平行棒 山本優理子① 県立戸田翔陽高
弓道 個人 加藤勇一郎③ 県立浦和高 体操競技 平均台 兎澤      静③ 県立戸田翔陽高
レスリング フリースタイル55ｋｇ級 井上      良② 埼玉栄高 自転車 2000ｍ個人追い抜き 細田   愛未② 県立川越工業高
レスリング フリースタイル60ｋｇ級 山田   来哉③ 花咲徳栄高 自転車 500ｍタイムトライアル 細田   愛未② 県立川越工業高
レスリング フリースタイル74ｋｇ級 武田   光司② 埼玉栄高 弓道 個人 大塚いずみ③ 県立岩槻商業高
レスリング フリースタイル84ｋｇ級 榎本   凌太③ 花咲徳栄高 なぎなた 演技 牛窪③　東条② 埼玉栄高
レスリング グレコローマンスタイル55ｋｇ級 難波      陽② 埼玉栄高 少林寺拳法 組演武 高久保③　金子③ 県立越ヶ谷高
ウエイトリフティング 105ｋｇ級 吉村和喜代② 埼玉栄高
空手道 個人形 吉村   拓真② 埼玉栄高
アーチェリー 個人 大川   輝晃③ 大宮開成高
カヌー カヤックシングル500m 本間      誠③ 県立越谷東高
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