
 

平成２４年度 全国高等学校定時制通信制体育大会 埼玉県選手成績（報告） 
 

 

○陸上競技（第４７回）  期日：８月１３日（月）～１５日（水） 

会場：国立霞ヶ丘競技場 

 

 

（男子） ３０００ｍSC ：庄  （羽生）     ８位（１１′２９″９２） 

走幅跳    ：髙木 （大宮中央単定） ４位（６ｍ２４） 

三段跳    ：髙木 （大宮中央単定） ３位（１２ｍ４７） 

走高跳    ：森田 （吹上秋桜）   ５位（１ｍ７５） 

 

（女子） １００ｍ   ：柏崎 （戸田翔陽）       ２位（１３″８８） 

２００ｍ   ：柏崎 （戸田翔陽）      ３位（２９″４０） 

４００ｍ   ：上向井（吹上秋桜）     ７位（１′０９″７５） 

８００ｍ   ：鈴木 （狭山緑陽）     ３位（２′３６″３９） 

３０００ｍ  ：鈴木 （狭山緑陽）     ４位（１１′１９″９７） 

４×１００ｍR：マリエル、冨岡、本多、柏崎  ３位（５５″２７） 

走幅跳    ：高橋 （所沢）       ６位（４ｍ３５） 

砲丸投    ：マリエル（戸田翔陽）    ２位（８ｍ２４） 

円盤投    ：マリエル（戸田翔陽）    ２位（２４ｍ９３） 

 

 

＜都道府県対抗＞  

  (男女総合)５位 （男子総合）１３位 （女子総合）２位 

 

 

 

○軟式野球（第５９回）  期日：８月２０日（月）～２３日（木） 

会場：明治神宮野球場・都営駒沢球場・府中市民球場 

  

越ヶ谷高校        １回戦敗退 

１回戦  ５－８ 福岡県（福岡県立三池工業高等学校） 

 

○ソフトテニス（第４５回） 期日：８月８日（水）～１０日（金）予備日１１日（土） 

会場：有明テニスの森公園コート 

 

（男子）団体戦       ２回戦敗退 

１回戦 なし 

２回戦 １－２ 長野県 

 

個人戦 酒井・佐藤 組（狭山緑陽）   ３回戦敗退 

林 ・佐藤 組（川口県陽）   ３回戦敗退 

山岡・小泉 組（越ヶ谷）    ５回戦敗退（ベスト１６） 

松井・岡野 組（越ヶ谷）    ２回戦敗退 

 

（女子）団体戦       ３回戦敗退 

１回戦 なし 

２回戦 ２－１ 山口県 

３回戦 １－２ 兵庫県 

個人戦 山本・小野寺 組（狭山緑陽）   ４回戦敗退（ベスト１６） 

    細田・齋藤  組（狭山緑陽）   ２回戦敗退 

新井・田中  組（霞ヶ関）    ２回戦敗退 

森田・新井  組（霞ヶ関）    ２回戦敗退 



 

○卓球（第４５回）  期日：８月１４日（火）～１６日（木） 

会場：駒沢オリンピック公園総合運動場体育館 

 

（男子）団体戦：戸田翔陽高校     １回戦敗退 

１回戦 兵庫県（兵庫県立神崎工業高校） 

 

個人戦：奈良部（戸田翔陽）  ４回戦敗退 

田村（川越工業）   ３回戦敗退 

成田（浦和）     ３回戦敗退 

齋藤（春日部）    １回戦敗退 

 

（女子）団体戦：大宮中央単定     ３回戦敗退（ベスト１６） 

１回戦 なし 

２回戦 岡山県（高梁市立宇治高等学校） 

                     ３回戦 奈良県（私立天理高等学校） 

 

個人戦：平田（大宮中央単定） ４回戦敗退 

畠山（大宮中央単定） ３回戦敗退 

坂梨（川口県陽）   ２回戦敗退 

坂本（川口県陽）   １回戦敗退 

 

○柔道（第４３回）  期日：８月５日（日） 

会場：講道館 

 

（男子） 団体戦 欠場（人数不足のため） 

                 

個人戦 軽量級：なし 

中量級：老川 （吹上秋桜）   ２回戦敗退 

重量級：清田 （大川学園）   ２回戦敗退 

 

（女子） 個人戦 重量級：大瀧 （大宮中央）   優勝 

 

 

○剣道（第４３回）  期日：８月６日（月） 

会場：日本武道館 

 

（男子）団体戦 Ａチーム ベスト８ 

予選リーグ  勝者数（本数） 

３勝   ４（８）－（２）１ 岐阜県 B 

３（６）－（４）２ 茨城県 

５（８）－（０）０ 青森県 

       決勝トーナメント 準々決勝    

１（１）－（８）４ 神奈川県 A 

 

Ｂチーム 予選リーグ敗退  勝者数（本数） 

１勝１敗   １（１）－（８）４ 兵庫県 A 

２（４）－（３）２ 高知県 

 

 

 

個人戦 岡田 （大宮中央単定）ベスト１６ 

西村 （大川学園）  １回戦敗退 

北原 （大川学園）  １回戦敗退 

上岡 （大宮中央単定）１回戦敗退 



 

 

（女子）団体戦  予選リーグ敗退    勝者数（本数） 

２敗     １（２）－（３）２ 岐阜県 A 

１（１）－（４）２ 東京都 B 

 

個人戦 大宮 （大宮中央単通） 準優勝 

大貫 （戸田翔陽）   ２回戦敗退 

小宮 （西武学館）   ２回戦敗退 

村田 （西武学館）   ２回戦敗退 

 

 

○バレーボール（第３９回） 期日：８月２日（木）～４日（土） 

会場：ひらつかアリーナ・平塚総合体育館 

 

（男子） 戸田翔陽高校  準々決勝敗退（ベスト８）    

１回戦 ２－０ 沖縄県（沖縄県立北部農林高等学校） 

                ２回戦 ２－０ 神奈川県（川崎市立商業高等学校） 

               準々決勝 ０－２ 愛知県・前年度優勝（私立科学技術学園高校刈谷校） 

 

（女子） 戸田翔陽高校  ３回戦敗退（ベスト１６） 

１回戦 なし 

２回戦 ２－０ 山梨県（山梨県立中央高等学校） 

３回戦  ０－２ 岐阜県（岐阜県立華陽フロンティア高等学校） 

 

 

○サッカー（第２２回）  期日：８月３日（金）～７日（火） 

会場：清水市営グランド日本平運動公園ナショナルトレセン 

 

松栄学園      ２回戦敗退（ベスト１６） 

  １回戦 ５－２ 三重県（三重県立四日市工業高等学校） 

                 ２回戦 ０－３ 長野県（私立さくら国際高等学校） 

 

大宮中央高校通信  １回戦敗退  １回戦 １－５ 神奈川県（神奈川県立平塚商業高等学校） 

 

○バスケットボール（第２２回） 期日：８月８日（水）～１１日（土） 

会場：東京体育館 

 

（男子） 川口市立県陽  ３回戦敗退（ベスト１６） 

１回戦 なし 

２回戦 ４７－３６ 京都府（京都府立鳥羽高等学校） 

３回戦 ５９－５５ 静岡県（静岡県立浜松大平台高等学校） 

 

 

（女子） 戸田翔陽高校   ３回戦敗退（ベスト１６） 

１回戦 なし 

２回戦 ８４－３５ 島根県（島根県立宍道高等学校通信） 

３回戦 ６５－６７ 栃木県（栃木県立宇都宮高等学校通信） 

 



 

 

○バドミントン（第１４回） 期日：８月１５日（水）～１８日（土） 

会場：小田原市総合文化体育館小田原アリーナ 

 

（男子）団体戦 １回戦敗退 

１回戦 １－２ 徳島県 

 

個人戦 清水（吉川）     １回戦敗退 

藤丸（大宮中央単定） ３回戦敗退 

 

（女子）団体戦 ２回戦敗退 

１回戦 ３－０ 福島県 

２回戦 １－２ 神奈川県 A 

 

個人戦 氏家（大宮中央） ベスト１６ 

野地（戸田翔陽） ３回戦敗退 

 

 

○自転車（第４７回）  期日：８月５日（日）～８月６日（月） 

会場：日本競輪学校サイクルスポーツセンター 

出場者無し 
 

 

☆   ☆   ☆   ☆  ☆ 

 

平成２４年度 全国高等学校定時制通信制体育大会 埼玉県選手成績（報告） 

（上位入賞者） 
団体の部 

 
男   子 女   子 

種  目 団 体 名 種  目 団 体 名 

優勝     

２位     

ベスト４   陸上競技（4×100mR） 県代表チーム 3位 

ベスト８ 
剣道（団体戦） 

バレーボール 

県代表 Aチーム 

戸田翔陽高校 

  

 

個人の部 

 男子 女子 

種  目 選 手 名 種  目 選 手 名 

優勝   柔道（重量級） 大瀧（大宮中央） 

２位 

  陸上競技（100m） 

陸上競技（砲丸投） 

陸上競技（円盤投） 

剣道（個人戦） 

柏崎（戸田翔陽） 

マリエル（戸田翔陽） 

マリエル（戸田翔陽） 

大宮（大宮中央単通） 

ベスト４ 

陸上競技（三段跳） 

陸上競技（走幅跳） 

髙木（大宮中央単定）3位 

髙木（大宮中央単定）4位 

陸上競技（200m） 

陸上競技（800m） 

陸上競技（3000m） 

柏崎（戸田翔陽）3位 

鈴木（狭山緑陽）3位 

鈴木（狭山緑陽）4位 

ベスト８ 
陸上競技（走高跳） 

陸上競技（3000mSC） 

森田（吹上秋桜）5位 

庄（羽生）8 位 

陸上競技（走幅跳） 

陸上競技（400m） 

高橋（所沢）6位 

上向井（吹上秋桜）7位 

 


