
【団体種目】　（　）数字は入賞数　

バドミントン 埼玉栄 ソフトボール 星野
弓道 県立飯能

Ｈ２２（２）　Ｈ２１（４）　Ｈ２０（１）　H１９（２）　 Ｈ２２（１）　Ｈ２１（２）　Ｈ２０（０）　H１９（２）　

Ｈ２２（０）　Ｈ２１（１）　Ｈ２０（４）　H１９（２）　 Ｈ２２（０）　Ｈ２１（１）　Ｈ２０（３）　H１９（２）　
テニス ３位 秀明英光 ボート・クォドルプル ３位 県立浦和第一女子
フェンシング ３位 埼玉栄 卓球 ３位 正智深谷
サッカー ３位 西武台 バドミントン ３位 埼玉栄
陸上競技 学校対抗３位 埼玉栄 水泳（競泳） 学校対抗３位 春日部共栄
体操競技 団体総合３位 埼玉栄

Ｈ２２（５）　Ｈ２１（７）　Ｈ２０（５）　H１９（４）　 Ｈ２２（４）　Ｈ２１（３）　Ｈ２０（７）　H１９（０）　
レスリング ８位 花咲徳栄 ハンドボール ５位 埼玉栄
水泳（競泳） 学校対抗５位 埼玉栄 アーチェリー ５位 県立越ヶ谷
相撲 ５位 埼玉栄 体操競技 団体総合７位 埼玉栄
水球 ５位 埼玉栄 新体操 団体５位 川口市立県陽
新体操 団体５位 埼玉栄
自転車 学校対抗５位 早大本庄

Ｈ２２（６）　Ｈ２１（３）　Ｈ２０（１４）　H１９（４）　 Ｈ２２（４）　Ｈ２１（５）　Ｈ２０（６）　H１９（７）　

団体入賞合計（男子）　　Ｈ２２（１３）　Ｈ２１（１５）　Ｈ２０（２４）　H１９（１２）　　　

【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
陸上競技 ４００ｍ 山﨑謙吾③ 埼玉栄 陸上競技 砲丸投 松田昌己② 西武台
陸上競技 ４００ｍH 加藤誠也③ 県立松山
陸上競技 やり投げ 中嶋善寛③ 県立杉戸
体操競技 床運動 加藤凌平② 埼玉栄
新体操 個人総合 斉藤良輔③ 埼玉栄
新体操 スティック 斉藤良輔③ 埼玉栄
水泳（競泳） ４００ｍ個人メドレー 瀬戸大也① 埼玉栄
レスリング ６６ｋｇ級 保坂   健③ 埼玉栄
レスリング ９６ｋｇ級 山本康稀① 花咲徳栄
バドミントン シングルス 和田治久③ 埼玉栄
バドミントン ダブルス 竹内義憲③ 埼玉栄

竹内宏気③ 埼玉栄
相撲 個人 中村大輝③ 埼玉栄

Ｈ２２（１２）　Ｈ２１（１１）　Ｈ２０（９）　H１９（８） Ｈ２２（１）　Ｈ２１（６）　Ｈ２０（１０）　H１９（５）　
陸上競技 棒高跳 川島   優③ 県立不動岡 水泳（競泳） １００ｍ平泳ぎ 杉崎可奈③ 埼玉栄
陸上競技 円盤投 小林寛雅③ 県立宮代 水泳（競泳） ４００ｍリレー 春日部共栄
陸上競技 ４×１００ｍリレー 埼玉栄
陸上競技 ４×４００ｍリレー 埼玉栄
体操競技 跳馬 渡辺崇仁② 埼玉栄
バドミントン シングルス 古賀   輝② 埼玉栄
バドミントン ダブルス 大越③・古賀② 埼玉栄

Ｈ２２（７）　Ｈ２１（１０）　Ｈ２０（１０）　H１９（７）　 Ｈ２２（２）　Ｈ２１（６）　Ｈ２０（４）　H１９（６）　
体操競技 個人総合３位 武田一志③ 埼玉栄 陸上競技 ３０００ｍ競歩３位 五井愛乃③ 県立熊谷女子
体操競技 床運動４位 武田一志③ 埼玉栄 陸上競技 ４００ｍH４位 角名亜衣美② 埼玉栄
体操競技 つり輪３位 武田一志③ 埼玉栄 陸上競技 走高跳４位 庄司雪乃② 市立川口
新体操 クラブ３位 斉藤良輔③ 埼玉栄 体操競技 段違い平行棒３位 兎澤   静① 県立戸田翔陽
水泳（競泳） １５００ｍ自由形４位 右近武蔵③ 武南 体操競技 床運動３位 兎澤   静① 県立戸田翔陽
水泳（競泳） ２００ｍ個人メドレー３位 瀬戸大也① 埼玉栄 水泳（競泳） ５０ｍ自由形４位 鈴木聖未③ 春日部共栄
水泳（競泳） ８００ｍリレー４位 埼玉栄 水泳（競泳） ４００ｍ自由形４位 片岡采子① 春日部共栄
柔道 ６０ｋｇ級３位 山田大輔② 花咲徳栄 水泳（競泳） ４００ｍメドレーリレー３位 春日部共栄

バドミントン シングルス３位 奥原希望① 県立大宮東
フェンシング エペ４位 逆瀬川綾③ 県立与野

Ｈ２２（８）　Ｈ２１（１２）　Ｈ２０（１９）　H１９（１３）　 Ｈ２２（１０）　Ｈ２１（８）　Ｈ２０（１４）　H１９（５）　
陸上競技 砲丸投５位 秋場堅太③ 西武台 陸上競技 走高跳５位 菅沼美咲② 県立松山女子
陸上競技 円盤投８位 秋場堅太③ 西武台 体操競技 個人総合５位 兎澤   静① 県立戸田翔陽
陸上競技 ハンマー投７位 秋場堅太③ 西武台 水泳（競泳） １００ｍ自由形６位 鈴木聖未③ 春日部共栄
体操競技 鉄棒５位 武田一志③ 埼玉栄 水泳（競泳） ２００ｍ自由形５位 片岡采子① 春日部共栄
体操競技 跳馬７位 加藤凌平② 埼玉栄 水泳（競泳） ４００ｍ自由形７位 後藤沙貴② 武南
体操競技 つり輪８位 松田祐太② 埼玉栄 水泳（競泳） ２００ｍ平泳ぎ６位 石井那留美① 春日部共栄
水泳（競泳） ５０ｍ自由形５位 森田亮平③ 春日部共栄 水泳（競泳） ２００ｍバタフライ 林ヒョンジュ① 武南
水泳（競泳） ５０ｍ自由形７位 佐々木敏律① 本庄東 水泳（競泳） ２００ｍ個人メドレー８位 山田神奈③ 春日部共栄
水泳（競泳） ２００ｍ背泳ぎ７位 武藤大季③ 埼玉栄 水泳（競泳） ４００ｍ個人メドレー７位 大塚美優① 武南
水泳（競泳） ４００ｍリレー５位 埼玉栄 水泳（競泳） ４００ｍメドレーリレー８位 武南
水泳（競泳） ４００ｍリレー７位 春日部共栄 空手道 組手５位 染谷真有美② 花咲徳栄
水泳（競泳） ４００ｍメドレーリレー６位 埼玉栄 柔道 57ｋｇ級５位 菅   里実② 市立川口総合
レスリング 120ｋｇ級５位 山本晋也① 花咲徳栄 柔道 63ｋｇ級５位 福島萌衣② 埼玉栄
ボクシング ライトウェルター級５位 高見良祐② 花咲徳栄 柔道 78ｋｇ級５位 井上美咲② 埼玉栄
自転車 4ｋｍチームパシュート７位 県立川越工業 柔道 78ｋｇ超級５位 町田博美③ 花咲徳栄
自転車 個人ロードレース５位 佐々木勇輔③ 早大本庄 バドミントン ダブルス５位 中村③・小橋② 埼玉栄
空手道 組手５位 石塚将也② 花咲徳栄 スケート（フィギュア）総合７位 長谷川奏③ 狭山清陵

Ｈ２２（１７）　Ｈ２１（２８）　Ｈ２０（３１）　H１９（２７）　 Ｈ２２（１７）　Ｈ２１（１７）　Ｈ２０（１８）　H１９（１４）　

　個人入賞合計（男子）　　Ｈ２２（４４）　Ｈ２１（６１）　Ｈ２０（６９）　H１９（５５）　 　個人入賞合計（女子）　 Ｈ２２（３０）　Ｈ２１（３７）　Ｈ２０（４６）　H１９（３０）　

　男女別入賞合計（男子）　Ｈ２２（５７）　Ｈ２１（７６）　Ｈ２０（９４）　H１９（６７）　

　入　賞　数　合　計 Ｈ２２（９６）　Ｈ２１（１２４）　Ｈ２０（１５５）　H１９（１０８）　

　男女別入賞合計（女子）　Ｈ２２（３９）　Ｈ２１（４８）　Ｈ２０（６２）　H１９（４１）　
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男　　　子 女　　　子

平成２２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）　Ｈ２２（９）　Ｈ２１（１１）　Ｈ２０（１６）　H１９（１１）　


