
【団体種目】

学　校　名 学　校　名
陸上競技 ４×４００ｍR 埼玉栄高 陸上競技 学校対抗 埼玉栄高
ソフトテニス 県立上尾高 陸上競技 ４×１００ｍR 埼玉栄高
ラグビー　Fブロック 県立浦和高 陸上競技 ４×４００ｍR 埼玉栄高
ラグビー　Dブロック 正智深谷高 ハンドボール 埼玉栄高
バドミントン 埼玉栄高 ボート 舵手付クオドルプル 県立浦和第一女子高
相撲 埼玉栄高 アーチェリー 団体 県立越ヶ谷高
ライフル射撃 エアライフル立射 栄北高 空手道 団体組手 花咲徳栄高
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 国際学院高
レスリング 学校対抗 花咲徳栄高
フェンシング 埼玉栄高

陸上競技 学校対抗 埼玉栄高 陸上競技 ４×４００ｍR 東京農大三高
陸上競技 ４×１００ｍR 埼玉栄高 ハンドボール 浦和実業学園高
陸上競技 ４×４００ｍR 県立越谷西高 卓球 学校対抗 正智深谷高
ソフトテニス 川越東高 ボート 舵手付クオドルプル 県立大宮高
ライフル射撃 エアライフル立射 国際学院高 ボート ダブルスカル 県立南稜高
アーチェリー 栄東高 バドミントン 埼玉栄高
ソフトボール 埼玉栄高 カヌー カヤックフォア500ｍ 県立越谷東高
ボート 舵手付クオドルプル 県立浦和高 弓道 団体 東京農大三高
柔道 埼玉栄高 ホッケー 県立飯能高
カヌー カヤックフォア500ｍ 県立浦和高
サッカー　Aグループ 市立浦和高

※（　　）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 100ｍ 瀬野   貴志③ 埼玉栄高 陸上競技 100ｍ 土井   杏南① 埼玉栄高
陸上競技 200ｍ 佐藤   拓也③ 県立越谷西高 陸上競技 200ｍ 土井   杏南① 埼玉栄高
陸上競技 400ｍ 佐藤   拓也③ 県立越谷西高 陸上競技 400ｍ 島田   愛弓③ 東京農大三高
陸上競技 5000ｍ 白吉      凌③ 埼玉栄高 陸上競技 800ｍ 石井   まい③ 県立深谷商業高
陸上競技 110ｍ障害 吉野      廉③ 県立深谷商業高 陸上競技 400ｍ障害 ベンジャバラ美菜③国際学院高
陸上競技 円盤投 武田   一城③ 西武台高 陸上競技 走幅跳 清野   華菜③ 埼玉栄高
陸上競技 三段跳 倉崎   尚輝③ 県立深谷商業高 陸上競技 走高跳 庄司   雪乃③ 市立川口高
陸上競技 5000ｍ競歩 小林   大地③ 県立狭山経済高 陸上競技 砲丸投 松田   昌己③ 西武台高
陸上競技 砲丸投 大谷   健太③ 県立松山高 陸上競技 やり投 松田   昌己③ 西武台高
レスリング フリースタイル50ｋｇ級 中村   倫也② 花咲徳栄高 陸上競技 5000ｍ競歩 前田   佳奈③ 県立所沢西高
レスリング フリースタイル84ｋｇ級 吉岡   靖典③ 花咲徳栄高 陸上競技 七種競技 庄司   華乃③ 市立川口高
レスリング フリースタイル96ｋｇ級 山本   康稀③ 花咲徳栄高 テニス シングルス 足立   真美① 花咲徳栄高
レスリング フリースタイル120ｋｇ級 山本   晋也③ 花咲徳栄高 卓球 シングルス 平   侑里香① 正智深谷高
レスリング グレコローマンスタイル74ｋｇ級 榎本   凌太② 花咲徳栄高 自転車競技 個人ロードレース 細田   愛未① 県立川越工業高
自転車競技 ポイントレース 荒木   貴大③ 県立川越工業高 ライフル射撃 ビームライフル立射 宮川 ちさと② 国際学院高
自転車競技 ケイリン 植原   琢也② 小松原高 ライフル射撃 エアライフル立射 斎藤   瑞季② 栄北高
相撲 重量級 武政進之助③ 埼玉栄高 柔道 63ｋｇ級 福島   萌衣③ 埼玉栄高
相撲 無差別級 沢田日出夫③ 埼玉栄高 柔道 70ｋｇ級 新井   千鶴③ 県立児玉高
空手道 個人組手 石塚   将也③ 花咲徳栄高
ボクシング ライトウェルター級Ａ 高見   良祐③ 花咲徳栄高
ボクシング ウェルター級Ａ 石橋   駿輔③ 秀明英光高
少林寺拳法 単独演武 阿部   暁之③ 川越東高
フェンシング 個人フルーレ 佃      史成③ 埼玉栄高
ソフトテニス 笠井③　矢部② 県立上尾高

陸上競技 100m 海野   啓太③ 埼玉栄高 陸上競技 200ｍ 福嶋   美緒① 県立春日部東高
陸上競技 200ｍ 大谷   俊貴③ 県立松山高 陸上競技 800ｍ 中山      咲① 埼玉栄高
陸上競技 400ｍ 大谷   俊貴③ 県立松山高 陸上競技 3000ｍ 小林   美貴③ 県立伊奈学園総合高

陸上競技 800ｍ 鈴木   竜二② 浦和実業学園高 陸上競技 100ｍ障害 工藤   杏奈③ 県立久喜高
陸上競技 400ｍ障害 山下   修司③ 県立蕨高 陸上競技 400ｍ障害 角名亜衣美③ 埼玉栄高
陸上競技 5000ｍ競歩 柴田   和樹③ 県立春日部東高 陸上競技 走高跳 菅沼   美咲③ 県立松山女子高
陸上競技 走高跳 鈴木隆太郎② 県立大井高 陸上競技 5000ｍ競歩 斉藤      恵③ 県立久喜高
陸上競技 三段跳 池畠旭佳瑠② 聖望学園高 卓球 シングルス 前瀧   初音① 正智深谷高
陸上競技 砲丸投 近藤      廉② 市立川口総合高 ライフル射撃 ビームライフル立射 松本   奈巳③ 国際学院高
陸上競技 ハンマー投 大谷   健太② 県立松山高 空手道 組手 染谷真有美③ 花咲徳栄高
レスリング フリースタイル50ｋｇ級 高田   賢治③ 埼玉栄高 柔道 52ｋｇ級 犬井   亜美② 埼玉栄高
レスリング グレコローマンスタイル60ｋｇ級 高橋   尚季③ 花咲徳栄高 柔道 57ｋｇ級 菅      里実③ 市立川口総合高
レスリング グレコローマンスタイル84ｋｇ級 池澤   邑樹② 花咲徳栄高 柔道 78ｋｇ級 小針   由江② 埼玉栄高
自転車競技 ケイリン 坂本   樹哉③ 県立川越工業高
弓道 個人 鈴木   大悟③ 慶應志木高
相撲 無差別級 名和   闘志② 埼玉栄高
自転車競技 個人ロード 荒木   貴大③ 県立川越工業高
ボクシング フライ級A 松本   貴文③ 花咲徳栄高
ボクシング ライト級A 三田   拓也② 花咲徳栄高
ボクシング ウェルター級B 金子   哲也③ 花咲徳栄高
ボクシング ミドル級B 齋田      礼③ 小松原高
ボクシング ヘビー級 上田   眞央③ 小松原高
ウエイトリフティング 77ｋｇ級 吉野   仁紀③ 埼玉栄高
ウエイトリフティング 94ｋｇ級 中村      猛② 埼玉栄高
柔道 無差別級 大竹   一輝③ 埼玉栄高
少林寺拳法 組演武 松永③　甲斐③ 城北埼玉高

平成２３年度関東高等学校体育大会　埼玉県勢優勝・準優勝成績一覧  

男　　　　　子 女　　　　　　　子
競　技　種　目 競　技　種　目

優
　
勝

　平２０（１６）　　　平２１（１１）　　　平２２（１１）　　　平２３（１０） 　平２０（１０）　　　平２１（６）　　　平２２（６）　　　平２３（８）

準
優
勝

男　　　　　子 女　　　　　　子

　平２０（１１）　　　平２１（１０）　　　平２２（１６）　　　平２３（１１） 　平２０（８）　　　平２１（５）　　　平２２（７）　　　平２３（９）

優
　
　
　
勝

　平２０（３３）　　　平２１（２７）　　　平２２（２６）　　　平２３（２４） 　平２０（１９）　　　平２１（１０）　　　平２２（１２）　　　平２３（１８）

準
　
優
　
勝

　平２０（２９）　　　平２１（２６）　　　平２２（２３）　　　平２３（２６） 　平２０（１４）　　　平２１（１３）　　　平２２（１１）　　　平２３（１３）


