
【団体種目】　（　）数字は入賞数　

バドミントン 埼玉栄

Ｈ２０（１）　Ｈ１９（２）　H１８（４）　H１７（６）　 Ｈ２０（０）　H１９（２）　H１８（１）　H１７（２）　
レスリング 花咲徳栄 バドミントン 埼玉栄
バレーボール 県立深谷 柔道 埼玉栄
水泳（水球） 秀明英光 体操競技 県立戸田翔陽
水泳（飛込・学校対抗） 埼玉栄
スケート（フィギュア） 県立福岡

Ｈ２０（５）　Ｈ１９（２）　H１８（２）　H１７（２）　 Ｈ２０（３）　H１９（２）　H１８（１）　H１７（１）　
ボクシング（学校対抗） ３位 花咲徳栄 バドミントン ３位 県立越谷南
レスリング ３位 埼玉栄 フェンシング ３位 埼玉栄
フェンシング ３位 埼玉栄 空手道 ３位 花咲徳栄
バレーボール ３位 春日部共栄 空手道（学校対抗） ３位 花咲徳栄
体操競技 ４位 埼玉栄 陸上競技（学校対抗） ４位 埼玉栄
駅伝 ３位 埼玉栄 水泳（飛込・学校対抗） ３位 県立浦和第一女子

水泳（飛込・学校対抗） ３位 春日部共栄
Ｈ２０（６）　H１９（５）　H１８（３）　H１７（３） Ｈ２０（７）　H１９（０）　H１８（１）　H１８（４）　

テニス ５位 浦和学院 新体操 ７位 星野
テニス ５位 秀明英光 新体操 ８位 川口市立県陽
新体操 ５位 埼玉栄 ホッケー ５位 県立飯能
ホッケー ５位 県立飯能南 柔道 ５位 県立児玉
自転車競技（学校対抗） ５位 県立川越工業 ボート（舵手付クォドルプル） ５位 県立浦和第一女子
自転車競技（学校対抗） ８位 小松原 水泳（競泳・学校対抗） ７位 埼玉栄
柔道 ５位 埼玉栄
柔道 ５位 県立大宮工業
空手道団体組手 ５位 埼玉栄
空手道団体組手 ５位 花咲徳栄
空手道（学校対抗） ５位 埼玉栄
空手道（学校対抗） ６位 花咲徳栄
体操競技 ８位 県立大宮東
水泳（競泳・学校対抗） ６位 春日部共栄

Ｈ２０（１４）　H１９（５）　H１８（７）　H１７（４）　 Ｈ２０（６）　H１９（７）　H１８（５）　H１７（２）　

団体入賞合計（男子）　　Ｈ２０（２６）　H１９（１４）　H１８（１６）　H１７（１５）　　　

【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 １１０ｍH 大室   秀樹③ 県立松山 陸上競技 ３０００ｍ競歩 岡田久美子② 県立熊谷女子
ボクシング バンダム級 井出   羊一③ 花咲徳栄 陸上競技 ８００ｍ 真下まなみ② 県立深谷商業
バドミントン シングルス 和田      周③ 埼玉栄 フェンシング エペ 森岡   美帆③ 埼玉栄
バドミントン ダブルス 和田③・佐藤③ 埼玉栄 体操競技 個人総合 小沢茂々子② 県立戸田翔陽
自転車競技 ポイント・レース 新井   翔太② 県立川越工業 体操競技 段違い平行棒 小沢茂々子② 県立戸田翔陽
レスリング ６６ｋｇ級 赤澤      岳③ 花咲徳栄 体操競技 平均台 小沢茂々子② 県立戸田翔陽
体操競技 個人総合 大槻   匠吾③ 埼玉栄 体操競技 跳馬 樽井   捺月② 埼玉栄
体操競技 平行棒 大槻   匠吾③ 埼玉栄 柔道 ５７kg級 塩瀬   絢子③ 埼玉栄
体操競技 鉄棒 大槻   匠吾③ 埼玉栄 柔道 ７８kg超級 烏帽子美久② 埼玉栄
スキー 回転 荻原   駿輔① 秀明 水泳（競泳） １００ｍ平泳ぎ 杉崎   可奈① 埼玉栄

Ｈ２０（１０）　H１９（８）　H１８（１２）　H１７（１５） Ｈ２０（１０）　H１９（５）　H１８（７）　H１７（１０）　
陸上競技 ハンマー投 栁川   紀之③ 西武台 体操競技 跳馬 小沢茂々子② 県立戸田翔陽
陸上競技 ５０００ｍ競歩 大木   脩平③ 埼玉栄 水泳（飛込） 高飛込 森      裕希② 県立浦和第一女子
自転車競技 １ｋｍタイム・トライアル 小池   悠太② 小松原 水泳（競泳） ２００ｍ自由形 星      茜② 埼玉栄
自転車競技 スクラッチ 関根   寛人② 小松原 水泳（競泳） ４００ｍメドレーリレー 春日部共栄
バドミントン シングルス 佐藤      黎③ 埼玉栄
バドミントン ダブルス 星野②・小林② 埼玉栄
フェンシング フルーレ 北川隆之介② 埼玉栄
体操競技 あん馬 武内   智之③ 埼玉栄
体操競技 つり輪 大槻   匠吾③ 埼玉栄
水泳（飛込） 高飛込 小川   貴弘① 埼玉栄

Ｈ２０（１０）　H１９（７）　H１８（８）　H１７（８）　 Ｈ２０（４）　H１９（６）　H１８（８）　H１７（７）　
陸上競技 ４００ｍH４位 古賀   友矩③ 春日部共栄 陸上競技 ３０００ｍ競歩４位 岡部   文子③ 県立熊谷女子
バドミントン ダブルス３位 滝内③・富山③ 埼玉栄 陸上競技 ８００ｍ４位 宇田川知佳③ 埼玉栄
バドミントン ダブルス３位 北林悠③・北林竣③ 埼玉栄 陸上競技 ４×１００ｍリレー４位 埼玉栄
ボクシング ライトフライ級３位 斉藤      廉③ 花咲徳栄 陸上競技 ４×４００ｍリレー３位 埼玉栄
レスリング ６０kg級３位 柏木   健太③ 花咲徳栄 陸上競技 ４×４００ｍリレー４位 県立深谷商業
レスリング ９６kg級３位 大山   瑛之③ 埼玉栄 空手道 組手 染谷   香予② 花咲徳栄
レスリング １２０kg級３位 岡      倫之② 花咲徳栄 体操競技 段違い平行棒３位 山岸      舞① 県立戸田翔陽
自転車競技 スクラッチ４位 岸沢   拓也② 県立鳩山 柔道 ５２kg級３位 平林    るい③ 埼玉栄
柔道 １００kg級３位 金子   亮平③ 埼玉栄 柔道 ６３kg級３位 中里友理子③ 埼玉栄
柔道 １００kg超級３位 渡辺   智斗③ 埼玉栄 柔道 ７８kg級３位 菅原   歩巴② 埼玉栄
体操競技 つり輪３位 武内   智之③ 埼玉栄 水泳（競泳） １００ｍ自由形３位 山岸   奈央③ 春日部共栄
ウエイトリフティング ９４kg級Ｃ＆Ｊ３位 熊ヶ谷翔太② 埼玉栄 水泳（競泳） ４００ｍメドレーリレー３位 埼玉栄
ウエイトリフティング ９４kg級トータル４位 熊ヶ谷翔太② 埼玉栄 水泳（競泳） １００ｍバタフライ３位 星   奈津美③ 春日部共栄
水泳（競泳） ２００ｍ個人メドレー４位 鮫島   渓太② 武南 水泳（競泳） ４００ｍリレー４位 春日部共栄
水泳（競泳） １００ｍ背泳ぎ４位 多田   邦徳① 春日部共栄
水泳（競泳） ４００ｍ個人メドレー４位 鮫島   渓太② 武南
水泳（競泳） ４００mメドレーリレー３位 春日部共栄
水泳（競泳） ８００mリレー４位 春日部共栄
水泳（飛込） 飛板飛込 小川   貴弘① 埼玉栄

Ｈ２０（１９）　H１９（１３）　H１８（１４）　H１７（１９）　 Ｈ２０（１４）　H１９（５）　H１８（９）　H１７（１３）　
陸上競技 走幅跳５位 嘉山   大介③ 県立深谷商業 陸上競技 走高跳７位 榎本いずみ③ 県立所沢西
陸上競技 １５００ｍ５位 大谷遼太郎③ 浦和実業学園 陸上競技 ４００ｍH７位 水村明日香③ 埼玉栄
陸上競技 ８００m５位 花島   昴己③ 東農大三 陸上競技 円盤投８位 富沢   舞子③ 川口市立川口総合
陸上競技 ４００ｍH７位 加藤   誠也① 県立松山 陸上競技 １００ｍH５位 大前   智寿③ 埼玉栄
陸上競技 ４００ｍ８位 石井   祐人③ 武蔵越生 バドミントン シングルス５位 柏原   未久③ 県立越谷南
陸上競技 ３０００ｍ障害５位 内藤   寛人③ 東農大三 バドミントン シングルス５位 平山   佑香③ 埼玉栄
ソフトテニス 個人５位 大熊②・川尻② 川越東 新体操 フープ５位 土屋      言① 星野
ボクシング モスキート級５位 井出   和希② 花咲徳栄 体操競技 個人総合７位 樽井   捺月② 埼玉栄
ボクシング ミドル級５位 八木沢   歩③ 花咲徳栄 柔道 ４８kg級５位 十田   美里③ 埼玉栄
新体操 個人５位 齋藤   良輔① 埼玉栄 柔道 ４８kg級５位 太田   成美② 埼玉栄
新体操 ロープ５位 齋藤   良輔① 埼玉栄 柔道 ７８kg級５位 古郡ひかる③ 花咲徳栄
新体操 リング６位 齋藤   良輔① 埼玉栄 柔道 ７８kg超級５位 田嶋   瑠璃③ 県立大宮工業
自転車競技 チーム・スプリント７位 原川③・小池②・松田② 小松原 水泳（競泳） ２００ｍ平泳ぎ６位 吉田   沙織② 春日部共栄
自転車競技 ４ｋｍ速度競走８位 中尾   佳祐③ 県立川越工業 水泳（競泳） ２００ｍバタフライ８位 菊地ゆめみ③ 埼玉栄
自転車競技 スプリント５位 馬場   和広③ 県立川越工業 水泳（競泳） １００ｍ背泳ぎ８位 中森千亜紀② 春日部共栄
自転車競技 ロード５位 新井   翔太② 県立川越工業 水泳（競泳） １００ｍ自由形８位 鈴木   聖未① 春日部共栄
自転車競技 ケイリン８位 小林   竜大② 県立川越工業 水泳（競泳） １００ｍバタフライ６位 土橋   知佳③ 春日部共栄
自転車競技 スクラッチ８位 諸田   竣亮② 栄北 水泳（飛込） 飛板飛込 森      裕希② 県立浦和第一女子
テニス ダブルス５位 川﨑②・喜多① 秀明英光 スケート フィギュア８位 長谷川   奏① 県立狭山清陵
柔道 ６６kg級５位 渡辺      陣③ 埼玉栄
空手道 組手５位 丸野   雄大③ 埼玉栄
空手道 形５位 山口   竜司③ 県立川越西
体操競技 あん馬８位 大槻   匠吾③ 埼玉栄
体操競技 つり輪５位 澤田   和哉② 県立大宮東
体操競技 鉄棒５位 清水   優斗③ 県立大宮東
ウエイトリフティング ９４kg級スナッチ６位 熊ヶ谷翔太② 埼玉栄
アーチェリー 個人戦６位 味澤   貴裕② 県立所沢中央
水泳（競泳） ４００ｍリレー６位 春日部共栄
水泳（競泳） ５０ｍ自由形５位 柿沼   慎二② 埼玉栄
水泳（競泳） ２００ｍ自由形７位 牛島      瞭② 春日部共栄
水泳（競泳） １００ｍ背泳ぎ８位 丹野   裕文③ 春日部共栄
スケート フィギュア 堀之内雄基③ 県立福岡

Ｈ２０（３２）　H１９（２８）　H１８（２１）　H１７（３１）　 Ｈ２０（１９）　H１９（１４）　H１８（１６）　H１７（２３）　

　個人入賞合計（男子）　　Ｈ２０（７１）　H１９（５６）　H１８（５５）　H１７（７３）　 　個人入賞合計（女子）　 Ｈ２０（４７）　H１９（３０）　H１８（４０）　H１７（５３）　

　男女別入賞合計（男子）　Ｈ２０（９７）　H１９（７０）　H１８（７１）　H１７（８８）　

　入　賞　数　合　計 平成２０年度（１６０）　平成１９年度（１１２）　平成１８年度（１１９）　平成１７年度（１５２）　

女　　　子

平成２０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）　Ｈ２０（１６）　H１９（１１）　H１８（８）　H１７（９）　

　男女別入賞合計（女子）　Ｈ２０（６３）　H１９（４１）　H１８（４８）　H１７（６３）　
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