
【団体種目】　（　）数字は入賞数　

バドミントン 学校対抗 埼玉栄 空手道 団体組手 花咲徳栄
陸上競技 学校対抗 埼玉栄

Ｈ２３（１）　Ｈ２２（２）　Ｈ２１（４）　H２０（１）　 Ｈ２３（２）　Ｈ２２（１）　Ｈ２１（２）　H２０（０）　　
相撲 埼玉栄 空手道 学校対抗 花咲徳栄
レスリング 学校対抗 花咲徳栄
体操競技 団体総合 埼玉栄

Ｈ２３（３）　Ｈ２２（０）　Ｈ２１（１）　H２０（４）　 Ｈ２３（１）　Ｈ２２（０）　Ｈ２１（１）　H２０（３）　　
空手道 団体組手３位 花咲徳栄 卓球 学校対抗３位 正智深谷
空手道 学校対抗３位 花咲徳栄 バレーボール ３位 春日部共栄
柔道 団体３位 埼玉栄 剣道 団体３位 本庄第一
ボクシング 学校対抗３位 花咲徳栄 柔道 団体３位 埼玉栄

バドミントン 学校対抗３位 埼玉栄

Ｈ２３（４）　Ｈ２２（５）　Ｈ２１（７）　H２０（５）　 Ｈ２３（５）　Ｈ２２（４）　Ｈ２１（３）　H２０（７）　
新体操 団体５位 埼玉栄 新体操 団体５位 星野
バレーボール ５位 県立坂戸西 ボート クォドルプル５位 県立浦和第一女子
水泳（競泳） 学校対抗５位 埼玉栄 フェンシング 学校対抗５位 埼玉栄
水球 ５位 埼玉栄 ホッケー ５位 県立飯能

体操競技 団体総合7位 埼玉栄
水泳（競泳） 学校対抗８位 春日部共栄

Ｈ２３（４）　Ｈ２２（６）　Ｈ２１（３）　H２０（１４）　　 Ｈ２３（６）　Ｈ２２（４）　Ｈ２１（５）　H２０（６）　　

団体入賞合計（男子）　　Ｈ２３（１２）　Ｈ２２（１３）　Ｈ２１（１５）　H２０（２４）　　

【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
体操競技 ゆか 加藤凌平③ 埼玉栄 陸上競技 １００ｍ 土井杏南① 埼玉栄
ボクシング ライトウエルター級 髙見良祐③ 花咲徳栄 陸上競技 ４００ｍ 島田愛弓③ 東京農業大学第三
レスリング ９６ｋｇ級 山本康稀③ 花咲徳栄 陸上競技 砲丸投 松田昌己③ 西武台
バドミントン シングルス 古賀　 輝③ 埼玉栄 バドミントン シングルス 奥原希望② 県立大宮東
水泳（競泳） ２００ｍ個人メドレー 瀬戸大也② 埼玉栄 柔道 ７０ｋｇ級 新井千鶴③ 県立児玉
水泳（競泳） ４００ｍ個人メドレー 瀬戸大也② 埼玉栄

Ｈ２３（６）　Ｈ２２（１２）　Ｈ２１（１１）　H２０（９）　　 Ｈ２３（５）　Ｈ２２（１）　Ｈ２１（６）　H２０（１０）　
陸上競技 円盤投 近藤　 廉② 市立川口総合 陸上競技 走幅跳 清野華菜③ 埼玉栄
体操競技 個人総合 加藤凌平③ 埼玉栄 バドミントン ダブルス 小橋 霞③渡邉 あかね② 埼玉栄
水泳（競泳） ８００ｍリレー 埼玉栄
バドミントン ダブルス 古賀 輝③千葉 常③ 埼玉栄

Ｈ２３（４）　Ｈ２２（７）　Ｈ２１（１０）　H２０（１０）　 Ｈ２３（２）　Ｈ２２（２）　Ｈ２１（６）　H２０（４）　　
陸上競技 男子４００ｍ４位 佐藤拓也③ 県立越谷西 陸上競技 ２００ｍ４位 土井杏南① 埼玉栄
陸上競技 円盤投３位 武田一城③ 西武台 陸上競技 ４００ｍＨ３位 ベンジャバラ美菜③ 国際学院
体操競技 跳馬３位 藤原昇平③ 埼玉栄 陸上競技 ４×１００ｍリレー３位 埼玉栄
体操競技 跳馬４位 加藤凌平③ 埼玉栄 陸上競技 ４×４００ｍリレー４位 埼玉栄
体操競技 つり輪３位 鈴木康平③ 県立伊奈学園総合 水泳（競泳） ２００ｍ自由形４位 片岡采子② 春日部共栄
体操競技 つり輪４位 加藤凌平③ 埼玉栄 水泳（競泳） １００ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ３位 重信藤乃② 埼玉栄
体操競技 平行棒３位 加藤凌平③ 埼玉栄 水泳（競泳） ２００ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ３位 重信藤乃② 埼玉栄
体操競技 鉄棒３位 加藤凌平③ 埼玉栄
相撲 個人３位 高西勇人③ 埼玉栄
空手道 組手３位 石塚将也③ 花咲徳栄
新体操 スティック４位 斉藤　 嵩③ 埼玉栄
ウエイトリフティング ９４ｋｇ級クリーン＆ジャーク 中村　 猛③ 埼玉栄
ボクシング ライトフライ級３位 嶋田達希① 花咲徳栄
柔道 ９０ｋｇ級 小林悠輔③ 埼玉栄
水泳（競泳） １００ｍ自由形３位 丸山　 徹① 春日部共栄
バドミントン ダブルス 井上拓斗②金子祐樹② 埼玉栄

Ｈ２３（１６）　Ｈ２２（８）　Ｈ２１（１２）　H２０（１９）　 Ｈ２３（７）　Ｈ２２（１０）　Ｈ２１（８）　H２０（１４）　
体操競技 跳馬５位 渡辺崇仁③ 埼玉栄 陸上競技 走高跳７位 菅沼美咲③ 県立松山女子
体操競技 つり輪５位 藤原昇平③ 埼玉栄 陸上競技 走幅跳５位 大窪海音香③ 埼玉栄
体操競技 あん馬５位 加藤凌平③ 埼玉栄 陸上競技 ４００ｍＨ５位 角名亜衣美③ 埼玉栄
体操競技 あん馬６位 藤原昇平③ 埼玉栄 ボート ダブルスカル６位 福原紀美花③・佐藤玲菜③ 県立浦和第一女子
体操競技 鉄棒７位 松田祐太③ 埼玉栄 水泳（競泳） ５０ｍ自由形５位 須藤　 忍③ 春日部共栄
体操競技 ゆか８位 鈴木康平③ 県立伊奈学園総合 水泳（競泳） ５０ｍ自由形５位 平井稚菜② 春日部共栄
相撲 個人５位 沢田日出夫③ 埼玉栄 水泳（競泳） １００ｍ平泳ぎ６位 浜野麻綾③ 武南
新体操 個人総合７位 斉藤　 嵩③ 埼玉栄 水泳（競泳） ２００ｍ平泳ぎ７位 浜野麻綾③ 武南
新体操 リング８位 斉藤　 嵩③ 埼玉栄 水泳（競泳） ２００ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ８位 秋山遥奈③ 埼玉栄
ウエイトリフティング ９４ｋｇ級スナッチ５位 中村　 猛③ 埼玉栄 水泳（競泳） ４００ｍメドレーリレー７位 埼玉栄
ウエイトリフティング ８５ｋｇ級クリーン＆ジャーク７位 吉野仁紀③ 埼玉栄 水泳（競泳） ４００ｍリレー６位 春日部共栄
ウエイトリフティング ８５ｋｇ級スナッチ５位 吉野仁紀③ 埼玉栄 柔道 ５２ｋｇ級５位 太田千鶴③ 埼玉栄
レスリング ６６ｋｇ級５位 澤田翔人③ 埼玉栄 柔道 ５７ｋｇ級５位 菅　 里実③ 市立川口総合
レスリング ７４ｋｇ級５位 小山内光将③ 花咲徳栄 柔道 ７８ｋｇ超級５位 小針由江③ 埼玉栄
レスリング ８４ｋｇ級５位 吉岡靖典③ 花咲徳栄
レスリング １２０ｋｇ級５位 山本晋也③ 花咲徳栄
柔道 ６０ｋｇ級５位 勝野智大③ 埼玉栄
柔道 ６６ｋｇ級５位 山田大介③ 花咲徳栄
柔道 ８１ｋｇ級５位 大竹一輝③ 埼玉栄
柔道 １００ｋｇ級５位 石原隆佑③ 埼玉栄
フェンシング エペ５位 佃　 史成③ 埼玉栄
水泳（競泳） ２００ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ８位 牧田卓也② 埼玉栄
水泳（競泳） ４００ｍメドレーリレー５位 埼玉栄
水泳（競泳） ８００ｍリレー８位 春日部共栄
バドミントン シングルス５位 金子祐樹② 埼玉栄
自転車 ポイントレース６位 荒木貴大③ 県立川越工業

Ｈ２３（２６）Ｈ２２（１７）　Ｈ２１（２８） H２０（３１）　　 Ｈ２３（１４）Ｈ２２（１６）　Ｈ２１（１７）　H２０（１８）　

　個人入賞合計（男子）　　 Ｈ２３（５２）　Ｈ２２（４４）　Ｈ２１（６１）　H２０（６９）　　 　個人入賞合計（女子）　 Ｈ２３（２８）　Ｈ２２（２９）　Ｈ２１（３７）　H２０（４６）　

　男女別入賞合計（男子）　Ｈ２３（６４）　Ｈ２２（５７）　H２１（７６）　H２０（９４）　　

　入　賞　数　合　計 平成２３年度（１０６）　平成２２年度（９５）　平成２１年度（１２４）　平成２０年度（１５５）　

女　　　子

平成２３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（夏季・冬季大会）

男　　　子 女　　　子
競技種目 学校名 競技種目 学校名

団体入賞合計（女子）　Ｈ２３（１４）　Ｈ２２（９）　Ｈ２１（１１）　H２０（１６）　　

　男女別入賞合計（女子）　Ｈ２３（４２）　Ｈ２２（３８）　Ｈ２１（４８）　H２０（６２）　　
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