
【団体種目】

学　校　名 学　校　名
陸上競技 ４×１００ｍR 埼玉栄高 陸上競技 学校対抗 埼玉栄高
陸上競技 ４×４００ｍR 埼玉栄高 陸上競技 ４×４００ｍR 埼玉栄高
新体操 埼玉栄高 ボート 舵付クオドルプル 県立浦和第一女子高

自転車競技 チームスプリント 小松原高 柔道 埼玉栄高
ソフトテニス 武蔵越生高 ソフトボール 星野高
相撲 埼玉栄高 バドミントン 埼玉栄高
フェンシング 埼玉栄高
バドミントン 埼玉栄高
ラグビー Ｃブロック 正智深谷高
少林寺拳法 川越東高
硬式野球 浦和学院高

陸上競技 学校対抗 県立松山高 陸上競技 ４×１００ｍR 埼玉栄高
テニス 秀明英光高 ハンドボール 浦和実業学園高
ホッケー 県立飯能南高 ライフル射撃 エアライフル立射 栄北高
レスリング 学校対抗 花咲徳栄高 アーチェリー 春日部共栄高
自転車競技 学校対抗 小松原高 なぎなた 埼玉栄高
自転車競技 １ｋｍチーム・パーシュート 栄北高
ライフル射撃 エアライフル立射 国際学院高
ライフル射撃 ビームライフル立射 栄北高
ラグビー Ｂブロック 県立深谷高
ラグビー Ｄブロック 県立浦和高

※（　　）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 １５００ｍ 設楽   啓太③ 武蔵越生高 陸上競技 ４００ｍ 真下まなみ③ 県立深谷商業高
陸上競技 ５０００ｍ 設楽   啓太③ 武蔵越生高 陸上競技 ８００ｍ 真下まなみ③ 県立深谷商業高
陸上競技 １１０ｍH 馬場   和樹③ 昌平高 陸上競技 ３０００ｍ 柴田   千歳③ 県立熊谷女子高
陸上競技 ４００ｍH 前野      景③ 東京農大三高 陸上競技 ４００ｍH 大澤   早紀③ 県立深谷商業高
陸上競技 棒高跳び 川島      優② 県立不動岡高 陸上競技 ３０００ｍ競歩 岡田久美子③ 県立熊谷女子高
陸上競技 三段跳び 松堂      永③ 県立杉戸高 陸上競技 走り幅跳び 大窪海音香① 埼玉栄高
陸上競技 ハンマー投げ 保坂雄志郎③ 県立松山高 陸上競技 砲丸投げ 松田   昌己① 西武台高
陸上競技 やり投げ 新井   涼平③ 県立皆野高 陸上競技 円盤投げ 伊藤   由衣③ 県立深谷商業高
ボクシング ライトフライ級Ａ 高見   良祐① 花咲徳栄高 ライフル射撃 エアライフル立射 小泉   茉優② 栄北高
ボクシング ライトウェルター級Ｂ 浅岡   亮太③ 花咲徳栄高 空手道 個人組手 染谷   香予③ 花咲徳栄高
ボクシング ヘビー級 亀尾   政斗③ 小松原高
体操競技 つり輪 澤田   和哉③ 県立大宮東高
体操競技 跳馬 荒井   練斗③ 県立大宮東高
レスリング フリースタイル８４ｋｇ級 細谷翔太朗③ 花咲徳栄高
レスリング フリースタイル１２０ｋｇ級 岡      倫之③ 花咲徳栄高
ウエイトリフティング ６２ｋｇ級 鈴木   雄太③ 埼玉栄高
ウエイトリフティング ９４ｋｇ級 熊ヶ谷 翔太③ 埼玉栄高
自転車競技 １ｋｍタイムトライアル 小池   .悠太③ 小松原高
自転車競技 スクラッチ 中里      仁② 小松原高
自転車競技 ３ｋｍ個人追抜 長瀬   幸治② 栄北高
ソフトテニス ダブルス 大熊③川尻③ 川越東高
相撲 軽量級 田中   佑樹② 埼玉栄高
相撲 無差別級 中村   大輝② 埼玉栄高
フェンシング 個人対抗 北川隆之介③ 埼玉栄高
少林寺拳法 規定 日野②村越② 川越東高
少林寺拳法 初段の部 波田野③宮下③ 川越東高
少林寺拳法 二段以上の部 佐々木③藤井③ 川越東高

陸上競技 ４００ｍ 山﨑   謙吾② 埼玉栄高 陸上競技 ４００ｍ 萩原さやか③ 埼玉栄高
陸上競技 ８００ｍ 内山   浩貴③ 武南高 陸上競技 ８００ｍ 石井   まい① 県立深谷商業高
陸上競技 ５０００ｍ 設楽   悠太③ 武蔵越生高 陸上競技 ４００ｍH 林      真穂③ 埼玉栄高
陸上競技 ４００ｍH 加藤   誠也② 県立松山高 陸上競技 砲丸投げ 小林   尚子② 県立久喜高
陸上競技 ３０００ｍ障害 内田      拓③ 東京農大三高 陸上競技 やり投げ 石田      葵③ 県立上尾高
陸上競技 ５０００ｍ競歩 武藤   直幸③ 県立松山高 陸上競技 七種競技 新村      慶③ 市立川口高
陸上競技 走り高跳び 新井   郁也② 県立大宮南高 卓球 シングルス 松田亜由美③ 市立川口総合高
陸上競技 棒高跳び 伊藤   稜真③ 県立八潮高 柔道 ４８ｋｇ級 太田   成美③ 埼玉栄高
陸上競技 走り幅跳び 宮澤   亮平② 県立大宮南高 柔道 ７０ｋｇ級 馬場菜津実③ 埼玉栄高
陸上競技 砲丸投げ 小林   寛雅② 県立宮代高 柔道 ７８ｋｇ級 前田奈恵子③ 埼玉栄高
陸上競技 円盤投げ 杦田   直巳③ 県立松山高 弓道 個人 中村真菜美③ 県立岩槻商業高
陸上競技 やり投げ 中嶋   善寛② 県立杉戸高 なぎなた 演技 輪嶋知佳③輪嶋知里① 狭山ヶ丘高
陸上競技 八種競技 植田      将③ 昌平高 なぎなた 個人 若林      舞③ 県立所沢北高
ボクシング モスキート級Ａ 井出   和希③ 花咲徳栄高
体操競技 個人総合 武田   一志② 埼玉栄高
新体操 個人総合 斉藤   良輔② 埼玉栄高
新体操 クラブ 斉藤   良輔② 埼玉栄高
レスリング フリースタイル７４ｋｇ 岡本      遼③ 埼玉栄高
ウエイトリフティング ６９ｋｇ級 稲垣   榮亮③ 県立川口高
自転車競技 個人ロード 中里      仁② 小松原高
自転車競技 ポイントレース 新井   翔太③ 県立川越工業高
自転車競技 ４ｋｍ速度競走 田松   祥紀③ 小松原高
自転車競技 ケイリン 笠原   大希③ 栄北高
相撲 重量級 岩崎   正也② 埼玉栄高
相撲 無差別級 安彦剣太郎③ 埼玉栄高
少林寺拳法 規定 矢島②山本② 川越東高

優
　
　
　
勝

　平１８（２２）　　　平１９（２３）　　　平２０（３３）　　　平２１（２７） 　平１８（１９）　　　平１９（１１）　　　平２０（１９）　　　平２１（１０）

準
　
優
　
勝

　平１８（２５）　　　平１９（３５）　　　平２０（２９）　　　平２１（２６） 　平１８（１８）　　　平１９（１４）　　　平２０（１４）　　　平２１（１３）

優
　
勝

　平１８（１２）　　　平１９（１１）　　　平２０（１６）　　　平２１（１１） 　平１８（７）　　　平１９（８）　　　平２０（１０）　　　平２１（６）

準
優
勝

男　　　　　子 女　　　　　　子

　平１８（８）　　　平１９（１４）　　　平２０（１１）　　　平２１（１０） 　平１８（８）　　　平１９（９）　　　平２０（８）　　　平２１（５）
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男　　　　　子 女　　　　　　　子
競　技　種　目 競　技　種　目


