平成２８年度 全国高校総合体育大会（ｲﾝﾀｰﾊｲ） 出場選手一覧①
埼玉栄高等学校
Ｎｏ．

部 名

1 男子陸上
個

会

場

岡山県岡山市

大会期日 監督・コーチ 出場回数

7/28

４２回目 亀井 直弥（保３－２）

（岡山県総合グラウンド陸上競技場）

現在

選手 （※補欠、◎マネージャー、◇セコンド他）

嶋根祐一 ４２年連続 宮本 将吾（普３－１３）

シティライトスタジアム ～8/2

平成28年7月2日

田中 壮一郎（保３－５） 影山 周平（普３－１５）
小原 雅史（普１－１）

峰森 裕馬（普３－１３）

大髙 翼（保３－５）

小高 弘樹（保２－６）

大塚 颯汰（保２－１）

志賀 優晟（保１－２）

関延 翔吾（普２－６）

高山 裕樹（保２－５）

◎尾島 諒（普２－２）
2 女子陸上
団・個

岡山県岡山市

7/28

シティライトスタジアム ～8/2

清田浩伸 ３４年連続 芝田 望笑（保３－３）
前田 亮

13
石井 菜摘（普３－１５）

西村 優佳（普３－１）

３４回目 小野瀨 桃華（保２－４） 程川奈々子（普２－１７） 星 野乃花（保２－１）

（岡山県総合グラウンド陸上競技場）

豊泉 百々花（保１－２） 小倉 あみ（保３－４）

早田 純菜（保３－２）

林下 華凜（普３－１１）

渡辺 紀里（保１－２）

大槻 莉子（保２－２）

梅宮 梓（保２－３）
3 男子

山口県山口市

バレーボール 山口市民会館
団

7/29

伊藤寿一

～8/2 （旭山隆之）

３年連続 毛綿谷 太陽（普３－７） 大須 裕太（保３－２）
７回目

維新百年記念公園
スポーツ文化センター

4 女子

広島県広島市

バスケットボール 広島サンプラザホール

7/30

８回目

他

小暮 涼太（普２－１３）

中村 啓吾（保２－１）

阿部 大樹（保２－２）

鈴木 大瑚（保２－２）

歌代 圭佑（保２－３）

西山 祐生（保２－５）

松本 大翔（保２－６）

黒木 亮雅（保１－４）

横田 龍之介（保１－５） 野々村 蒼生（保１－７）

一ノ瀬和之 ２年ぶり 弘重 綾野（普３－２）

～8/5

13

梅津 ななみ（普３－２） 木村 萌花（普３－７）

中島 伶那（普３－１３）

上澤 瑛（普３－１５）

梶原 理奈（普３－１５）

吉田 有花（普３－１５）

野口 ブルーナ（保３－５）伊藤 澄華（普２－１７）

大和 千夏（普２－１７）

石川 愛（保２－５）

神山 夢来（保２－５）

◎水本 小夜（普２－２）
5 男子体操
団・個

8/2

堀出一夫 ３７年連続 志田 拓巳（保３－１）

青木 翔汰（保３－５）

島根県立体育館

～5

森川勝俊

髙須 功太郎（保３－６） 豊澤 鉄平（保２－１）

（竹本正男アリーナ）
6 男子新体操
団・個

中川 佳祐（保３－４）

団

団・個

団・個

手島 元来（普３－１１）

田中 啓介（保２－３）

松江市総合体育館

～11

石田 渓

山上 和輝（保１－３）

松田 寛生（保１－４）

３１回目 鈴木 央雅（普２－１４）

※近内 黎（保１－２）

岡山県岡山市

8/2

ジップアリーナ岡山

～5

蒔田正人

端 猛法（保３－４）

長尾 亘樹（保３－２）

３０回目 元井 大和（保３－１）

亀野 竣汰（保３－３）

遠藤 颯（保３－３）

蒔苗 駿介（保２－４）

◎嶋村 優（保２－１）

11 男子
レスリング個

8/2

竹田宏樹

２年ぶり 澤島 凜（普３－１５）

小沼 瑞姫（普３－１５）

江藤 有紗（普３－１５）

ジップアリーナ岡山

～5

保坂武志

２５回目 山西 七菜子（普３－１５） 河森 明依（普２－１２）

竜崎 優希（普２－１７）

川井 あかり（保２－５）

島根県出雲市

7/30

島根県立浜山体育館

～8/3

川原 篤

１７年連続 今入 晃也（保３－６）

13 男子ウエイト

7
蓜島 剛（保３－１）

長濱 快飛（保３－２）

池田 直輝（保３－３）

野原 広夢（保３－２）

西願寺 哲平（保１－７） 岩田 歩夢（保２－２）

菊地 正寬（保３－２）

２２回目 燒谷 風太（保３－６）

◎奥田 碩志（普３－１５）

11

島根県出雲市

7/30

本松好正 １５年連続 石塚 早稀（保３－３）

伴 由梨奈（保３－４）

富沢 佳奈（保２－５）

島根県立浜山体育館

～8/3

太田成美

角田 奈々（保２－１）

上ノ原 美玲（保２－６）

八木 海里（普３－２）

横田 裕大（普３－７）

広島県東広島市

8/2

東広島運動公園体育館

～5

12 女子レスリング 広島県東広島市
個

8

岡山県岡山市

梅野 雅崇（保２－３）

団・個

8

６年連続 設樂 海斗（保３－１）

（カミアリーナ）

10 女子柔道

8

阿部好孝 ３１年連続 山田 魁士（保３－１）

（岡山県総合グラウンド体育館）

9 男子柔道

西村 琉（保２－２）

8/9

（岡山県総合グラウンド体育館）

8 女子剣道

金子 和輝（保２－２）

島根県松江市

メインアリーナ
7 男子剣道

13

島根県浜田市

３７回目 藤巻 竣平（保２－４）

8/2

東広島運動公園体育館

～5

岡山県笠岡市

8/4

リフティング 笠岡総合体育館

～8

２６回目 都 結乃（保２－６）

野口篤史 ４１年連続 太田 真暉（保３－３）
４１回目

吉野 岳

6

3

金崎正一郎 ４年連続 中村 未優（普３－１５）
４回目

12

吉村 涼菜（保１－３）

４０年連続 志村 優人（普２－１０）

荒井 香帆（普３－１５）

吉元 玲美那（普１－１６）

◎宮内 美里（普２－１４）
涌沢 燎（普３－１０）

４０回目 ◎次社 和也（普３－４） ◇野口 裕之（普３－１５）

5
上水 良介（普１－１７）
5

平成２８年度 全国高校総合体育大会（ｲﾝﾀｰﾊｲ） 出場選手一覧②
平成28年7月2日 現在
Ｎｏ．

部 名

14 男子
ソフトボール
団

15 女子

会

場

16 男子卓球
団・個

8/4

宇草康祐

２年ぶり 清水 天斗（保２－６）

久保田 大介（保３－６） 萩原 捷仁（保３－５）

県立びんご運動公園健康スポーツセンター

～8

森山 豊

２３回目 阿部 晃己（保３－４）

阿部 将己（保３－５）

井関 友哉（普３－２）

小暮 裕真（普２－９）

三浦 拓実（普３－８）

羽鳥 淳之介（保３－３）

冨田 俊輔（普２－１６）

伊藤 慧（普２－１７）

宮田 勇樹（普１－５）

森山 智晃（普２－７）

浅野 圭祐（普２－２）

前田 柊羽（普１－１３）

斉藤 竜哉（保１－６）

萩原 怜仁（保１－４）

◇水井亜咲美（普２－１０）

嶋 亜美（保３－１）

岩﨑 真尋（保３－２）

御調ソフトボール球場

山口県周南市

8/2

久野 葵

～7

３年ぶり 清宮 ちひろ（保３－１）
岩木 花帆（保３－２）

吉井 奈美子（保３－２） 大橋 芽生（保３－４）

総合スポーツセンター

吉田 笑美（保３－６）

土屋 琴音（保２－１）

他

持田 花凜（保２－４）

阿久津 祐子（保２－６） 伊藤 実咲（保１－１）

荒井 桃花（保１－３）

和知 史華（保１－４）

◎軽部 沙織（保３－２）

２３年連続 三谷 仁志（保３－３）

渡辺 信邦（保３－３）

大谷 和（普２－１７）

内田 拓光（保２－３）

福原 明雄（普１－１３）

岡山県総社市

7/31

総社市スポーツセンター

～8/5

９回目

若森 均

２３回目 松山 佳樹（普２－１７）
相沢 龍士（普１－１７）

体育館（きびじアリーナ）

17 男子

選手 （※補欠、◎マネージャー、◇セコンド他）

広島県尾道市

ハンドボール キリンビバレッジ周南
団

大会期日 監督・コーチ 出場回数

佐藤 生美（保２－３）

◎星野 隆斗（普１－１６）

8/7

大屋貴司 １８年連続 小野寺 雅之（保３－４） 岡村 洋輝（保３－４）

渡邉 航貴（保３－５）

バドミントン

岡山シンフォニーホール

～12

堂下智寛

大林 拓真（保２－５）

団・個

ジップアリーナ岡山 他

18 女子
バドミントン
団・個
19 男子空手道
個
20 女子空手道
個
21 相撲
団・個

大平 洸輝（保３－３）

川端 直人（保２－１）

岡山県岡山市

8/7

岡山市総合文化体育館

～12

滝内 亮

１３年連続 川島 美南（普３－２）

齋藤 夏（普１－２）

山口県長門市

7/30

ながと総合体育館

～8/2

山口県長門市

7/30

ながと総合体育館

～8/2

7
上杉 夏美（普３－１３）

２８回目 池澤 みずほ（普３－１３） 林 樂（普２－２）

ジップアリーナ岡山

藤江辰徳 １１年連続 嶋田 力斗（保２－５）

鈴木 成美（普３－１５）
吉田 瑠実（普１－２）

◎照林 未来（普３－１６）

8

◎荒川 雅俊（保１－２）

２４回目
藤江辰徳

2

２年ぶり 平原 理子（保３－５）

◎吉村 芽依（保２－２）

１０回目

2

鳥取県鳥取市

8/3

山田道紀 ２９年連続 西川 登輝（保３－４）

コカ・コーラウエストスポーツパーク

～5

３３回目 高橋 健太（保３－５）

鳥取県民体育館

塚原 隆明（保２－４）

宮崎 麗（保３－３）

佐藤 大地（保３－６）

手計 富士紀（保２－４） 納谷 幸之介（保２－４）
齋藤 大輔（保１－５）

神山 龍一（保１－５）

春山 万太郎（保１－５） ◎新井 宥里（保１－５）
22 男子
フェンシング

山口県岩国市

7/30

岩国市総合体育館

～8/2

千野一也 ３２年連続 佐藤 宏樹（普３－１）
３２回目

団・個
23 女子フェンシング 山口県岩国市
団・個

岩国市総合体育館

7/30

団・個

山口県下関市
山口県立下関武道館

8/5

持田 龍平（普３－１６）

村元 友大（保３－１）

今井 直輝（普２－１）

海老原 樹（普２－２）

◎下田 大（普２－６）

西村典子 ３２年連続 三浦 詩織（普３－１）

佐藤 絵蘭（保３－１）

井岡 真耶（保３－５）

菊地 美紬（保２－６）

高石 真衣（普２－１５）

３２回目 伊達 京（保２－３）
神立 夏希（保２－４）

24 なぎなた

11

菅原 孝介（普２－５）

～8/2

鈴木 亘

～7

15

8

岡山県岡山市

２１回目 仁平 澄也（保３－６）

18

２８年連続 鈴木 遥（保３－１）
２８回目 野尻 茉希（普３－１５）
仲野 雪菜（普１－６）

8

◎髙橋 実夢（普２－９）
中島 美樹（普３－８）

8
渡辺 万也（普３－８）

酒匂 天万和（普３－６） 前田 歩美（普２－１７）
7
206

計 ２４部
（Ｈ２７） ２２部

２３７名
１８９名

監督 ・コーチ ３１名

選手

監督

選手 １６２名

・コーチ ２７名

２０６名

平成２８年度 全国高等学校選手権大会等（ｲﾝﾀｰﾊｲ以外） 出場選手一覧
埼玉栄高等学校

【全国高校女子ウエイトリフティング競技選手権大会】
Ｎｏ．

部名・大会名

1 女子
ウエイトリフティング

（団・個）

会

場

大会期日 監督・コーチ 出場回数

福岡県

7/16

九州国際大学

～18

吉野 岳

平成28年6月30日
選手 （※補欠、◎マネージャー、◇セコンド他）

１８年連続 奥村 紀香（普２－１）
１８回目 藤堂 萌（普３－７）

kIUドーム

前場 菜桜（保２－５）

鶴岡 綺音（保１－５）

宮杉 愛美（普３－１２）

遠藤 海歌（保１－３）

◎長沢優花（普１－１５） ◇次社 和也（普３－４）

8

【第２０回 全国高等学校女子硬式野球選手権大会】
Ｎｏ．

部名・大会名

会

場

2 女子硬式野球 兵庫県丹波市
スポーツピア

大会期日 監督・コーチ 出場回数

選手 （※補欠、◎マネージャー、◇セコンド他）

7/27

斎藤賢明 ２０年連続 諏訪 汐結（普３－５）

清水 美佑（普３－６）

松原 由芽（普３－６）

～8/3

鈴木 佑

２０回目 小泉 はな（普３－７）

平中 志歩（普３－１３）

石橋 逸子（普３－１５）

岩井美奈

根本 泉（普３－１５）

植木 由舞（保３－１）

髙橋 彩絵（保３－１）

北條 あずみ（保３－３）

下平 佳奈（保３－４）

島 菜々花（保３－５）

瀬沼 唯（保３－５）

渡辺 茜音（保３－６）

蛭田 菜月（普２－１０）

吉沢 春菜（普２－１４）

仲手川 瑠莉（保２－１）

大野 鈴夏（保２－２）

池田 彩菜（保２－３）

田中 志緒梨（保２－４）

いちじま

20

【第２９回全日本高校大学ダンスフェスティバル】
Ｎｏ．

部名・大会名

3 ダンス
第２９回

会

場

大会期日 監督・コーチ 出場回数

兵庫県神戸市

8/5

神戸文化ホール

～8

選手 （※補欠、◎マネージャー、◇セコンド他）

志村あづみ ２０年連続 田中 志歩（普３－４）
松岡美紀

中里 友香（普３－４）

服部 桃果（普３－６）

松川 航大（普３－９）

太田 有咲（普３－９）

倉持 元（普３－１３）

水野 勇（普３－１３）

灰賀 朱里（普３－１３）

渡辺 愛（普３－１３）

勝川 麻尋（普３－１４）

須藤 千陽（普３－１４）

濱口 実歩（普３－１４）

安田 朝香（普３－１４）

宇田川 太雅（普３－１６）

岡崎 渉（普３－１６）

山川 純奈（保３－４）

林田 彩野（保３－５）

蓼沼 安希（保３－６）

森 翼（保３－６）

笠井 紫温（普２－５）

森田 英里（普２－６）

松岡 夢哉（普２－８）

小林 美奈（普２－９）

栁澤 安未（普２－１０）

砥上 懐（普２－１２）

横山 晋太郎（普２－１６）

宮越 優希（普２－１６）

村山 愛可（普２－１７）

佐藤 明依（保２－４）

２０回目 古市 靖尚（普３－９）

30

【全国高等学校ダンスドリル選手権大会】
Ｎｏ．

部名・大会名

会

場

4 チアリーディング 東京都
東京体育館

大会期日 監督・コーチ 出場回数

選手 （※補欠、◎マネージャー、◇セコンド他）

7/28 小松崎温恵 ２年連続 島野 千鶴（普３－１３）

三浦 麗奈（普３－１６）

井上 楓（普２－２）

～30

大東 梨乃（普２－６）

酒井 梓（普２－６）

木村 涼乃（普２－８）

児玉 奏咲（普２－８）

青砥 美紗希（普２－９）

黒沢 舞乃（普２－９）

齋藤 小麦（普２－９）

篠﨑 まみ（普２－９）

菅原 梨紗子（普２－９）

寺沢 美耶（普２－９）

星 若奈（普２－９）

副島 麻衣（普２－１０）

中森 鈴乃（普２－１０）

下川美衣奈（普２－１１） 丸山 優妃（普２－１１）

７回目

佐々木怜香（普２－１１） 鈴木紗也花（普２－１３） 武藤 実結（普２－１３）
小宮山幸那（普２－１４） 髙橋 桃香（普２－１４）

木村明日香（普２－１５）

斎藤 知花（普２－１６）

武藤 莞奈（普２－１７）

細川 侑希（普２－１６）

27

【第３２回全国高校生グレコローマン選手権大会】
Ｎｏ．

部名・大会名

会

場

5 男子レスリング 大阪府堺市
（個）

大会期日 監督・コーチ 出場回数

8/16

金岡公園体育館

選手 （※補欠、◎マネージャー、◇セコンド他）

野口篤史 １６年連続 八木 海里（普３－２）

～19

太田 真暉（保３－３）

横田 裕大（普３－７）

１７回目 伊藤 飛未来（普１－１１）

4

【全国高等学校ゴルフ選手権大会】
Ｎｏ．

部名・大会名

6 男子ゴルフ
（団）
7 女子ゴルフ
（団・個）

会

場

大会期日 監督・コーチ 出場回数

選手 （※補欠、◎マネージャー、◇セコンド他）

山口県宇部市

8/7

橋本賢一 ３７年連続 坂本 雄介（保３－３）

鈴木 敬太（保２－３）

宇部７２カントリークラブ

～13

３７回目 水田 竜昇（保２－６）

安部 高秀（保２－２）

山口県

8/7

植草一成 ２１年連続 関野 愛美（保３－４）

横山 佳代（保３－５）

宇部72ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ

～13

２８回目 菅沼 菜々（保２－３）

岩﨑 美紀（保１－５）

植木 祥多（保２－４）
5
河村 来未（保２－１）
6
100

７部

１１０名

高校総体・選手権
昨年Ｈ２７

監督 ・コーチ １０名

選手 １００名

のべ ３１部

３４７名 （ 監督・コーチ ４１名、選手 ３０６名 ）

のべ ２８部

２６８名 （ 監督・コーチ ３５名、選手 ２３３名 ）

平成２８年度 文化部全国大会 出場選手
平成28年7月5日

【第２３回全国高等学校写真選手権大会〔写真甲子園２０１６〕】
Ｎｏ．

部名・大会名

1 写真
（団）

会

場

大会期日 監督・コーチ 出場回数

北海道東川町

7/26

農村環境改善センター他

～29

髙橋 朗

選手 （※補欠、◎マネージャー、◇セコンド他）

５年連続 中野 雄翔（普３－１４）

雨水 光（普３－１５）

小川 智也（普２－７）

１１回目

3

【第４０回全国高等学校総合文化祭広島大会写真部門】
Ｎｏ．

部名・大会名

2 写真
（個）

会

場

大会期日 監督・コーチ 出場回数

広島県広島市

7/30

広島国際会議場

～8/3

選手 （※補欠、◎マネージャー、◇セコンド他）

小野孝寛 １９年連続 中野 雄翔（普３－１４）

小川 智也（普２－７）

１９回目

2

平成２８年度 全国高校総合体育大会（ｲﾝﾀｰﾊｲ） 出場選手一覧③
平成28年7月26日
Ｎｏ．

部 名

26 男子競泳
団・個

会

場

大会期日 監督・コーチ 出場回数

広島県広島市

8/17

広島市総合屋内プール

～ 20

佐藤 勲

27 女子競泳
団・個

選手 （※補欠、◎マネージャー、◇セコンド他）

３１年連続 本庄 智貴（保３－１）

市毛 将翔（保３－２）

滝沢 健（保３－３）

河原 啓（普２－８）

宮本 一平（保２－５）

石井 健聖（保１－７）

伊藤 海成（保１－５）

松本 匠太郎（保１－６）

山本 雄太（普１－１４）

池澤 大雅（普３－９）

山本 雄揮（普３－８）

黒川 鎌（保１－６）

◎小川 雄大（保２－４）

３４回目 増田 亮（保３－６）

（広島ビッグウエーブ）

8/17

青木 裕憲 ３１年連続 守 萌々子（普２－６）

細川 琴江（普２－９）

佐藤 千夏（普２－１３）

広島市総合屋内プール

～ 20

３４回目 小宮 伊織（保２－１）

柴田 夏海（保２－２）

伊藤 若菜（保２－４）

五十畑 彩花（普１－１４） 永島 遥（普１－１７）
上河内 優（普１－１２）

28 水球

14

広島県広島市

（広島ビッグウエーブ）

岡山県倉敷市
倉敷市児島文化セン
ター
児島地区公園水泳場

8/17

稲垣 剛

～ 20

（児島マリンプール）

現在

３０年連続 長澤 広太（普２－１６）

松本 菜美（普１－１７）

◎宮澤 佑衣（保３－３）
山下 優史（普２－１７）

３０回目 永井 信乃介（普３－２） 稲垣 智貴（普３－７）

11
樋爪 吾朗（普２－１７）
後藤 清吾（保２－６）

阿保 悠斗（保３－１）

原子 諄平（普３－１３）

相澤 涼介（保３－３）

奈良 天斗（保２－３）

鈴木 龍一（保３－６）

藤井 渉（普１－１２）

亀田 遥介（普２－１６）

◎柴野 敦紀（保２－２）

14
39

水泳関係
計 ３部

４２名

監督 ・コーチ３名

選手 ３９名（含 ※補欠、◎マネージャー、◇セコンド）

