
平成29年8月28日

埼玉栄高等学校

Ｎｏ． 部　　名 大会期日 団　体

1 男子陸上 7/29 入賞なし 入賞なし

　　団・個 ～8/2

2 女子陸上 7/28 入賞なし 入賞なし

　　団・個 ～8/2

3 男子駅伝 7/29 ５０００m競歩　第６位　長山　達彦（普３）

　　個 ～8/2

4 男子 7/28 ２回戦

バレーボール ～8/1

5 男子 7/28 １回戦

バスケットボール ～8/2

6 女子 7/28 ２回戦

バスケットボール ～8/2

7 男子体操 8/1 優　勝 個人総合　優勝　金子　和輝（保３） 個人総合　第２位　豊澤　鉄平（保３）

　　団・個 ～4 (11年ぶり 個人総合　第６位　藤巻　竣平（保３） 種目別鉄棒　優勝　豊澤　鉄平

10回目) 種目別つり輪　優勝　金子　和輝 種目別つり輪　第４位　豊澤　鉄平

種目別平行棒　第２位　金子　和輝 種目別平行棒　第５位　藤巻　竣平

種目別ゆか　第２位　金子　和輝 種目別あん馬　第５位　豊澤　鉄平/藤巻　竣平

8 男子新体操 8/10 第１３位 個人総合　第３位　田中　啓介（保３）

　　団・個 　～12 種目別ロープ　優勝　田中　啓介

9 男子柔道 8/8 第５位 １００㎏級　優勝　梅野　雅崇（保３） ６６㎏級　第３位　西願寺　哲平（保２）

　　団・個 　～12 １００㎏超級　第３位　岩田　歩夢（保３）

10 女子柔道 8/8 第５位 ５7㎏級　優勝　富沢　佳奈（保３） ６３㎏級　第５位　角田　奈々（保３）

　　団・個 　～12 ７８㎏級　第５位　都　結乃（保３）

11 男子レスリング 7/30 ６０キロ級　第５位　鈴木　歩夢（保２）

　　個 ～8/1

12 女子レスリング 7/30 ４６㎏級　優勝　吉元　玲美那（普２） ４６㎏級　第３位　元木　咲良（普１）

　　個 ～8/1 ４９㎏級　優勝　吉村　涼菜（保２） ４９㎏級　第５位　福永　誠笑（保１）

13 男子ウエイト 8/2 入賞なし ５６㎏級クリーン＆ジャーク　第３位　志村　優人（普３）

リフティング ～6

14 男子 8/4 ２回戦

ソフトボール ～8

15 女子 7/29 ２回戦

ソフトボール ～2

16 男子卓球 7/28 ２回戦 入賞なし

　  団・個 ～8/2

17 男子バドミントン 7/30 ３回戦 シングルス　優勝　大林　拓真（保３）

　団・個 ～8/3 ダブルス　第３位　中山　裕貴（保２）／緑川　大輝（保２）

18 女子バドミントン 7/30 第３位 シングルス　第３位　林　樂（普３）

　団・個 ～8/3 ダブルス　第３位　林　樂／上杉　杏（普２）、　齋藤　夏（普２）／吉田　瑠実（普２）

19 男子テニス 8/5 入賞なし

　　個 ～8

20 男子空手道 7/28 入賞なし

　　個 ～31

21 女子空手道 7/28 ２回戦 入賞なし

　  団・個 ～31

22 相撲 8/4 第３位 第３位　齋藤　大輔（保２）

　  団・個 ～6

23 男子フェンシング 7/31 第５位 入賞なし

　　団・個 ～8/4 （ベスト８）

24 女子フェンシング 7/31 第５位 入賞なし

　　団・個 ～8/4 （ベスト８）

平成２９年度　全国高校総合体育大会　成績一覧　①

　　　個　人　（８位入賞まで）



平成29年8月28日

Ｎｏ． 部　　名 大会期日 団　体

25 なぎなた 8/10 １回戦 入賞なし

　  団・個 　～12

26 男子競泳 8/17 第５位 ２００ｍ平泳ぎ　優勝（３連覇）　宮本　一平（保３） １００ｍ平泳ぎ　優勝　宮本　一平

　  団・個 ～ 20 ４００m自由形　第４位　河原　啓（普３）

４×１００ｍメドレーリレー　優勝　

髙地駿介（保１）／宮本一平／山本雄太（普２）／河原　啓

４×２００ｍリレー　第２位　山本雄太/鈴木優太（保１）/加藤大志朗（保２）/河原　啓

27 女子競泳 8/17 優勝 ４００m自由形　優勝（大会新）佐藤　千夏（普３） ８００m自由形　優勝　佐藤　千夏

　  団・個 ～ 20 （２年ぶり２回目） ４００m自由形　第３位　柴田　夏海（保３） ４００m自由形　第５位　永島　遥（普２）

５０ｍ自由形　第３位　藤原　由唯（保１） １００m自由形　第５位　藤原　由唯

２００m自由形　第５位　永島　遥 １００ｍバタフライ　第７位　細川　琴江（普３）

４×１００ｍリレー　第２位　神田美夢（保１）/藤原由唯/柴田夏海/松本菜美（普２）

４×２００ｍリレー　優勝　柴田夏海／神田美夢／佐藤千夏／永島　遥

４×１００mメドレーリレー　第５位　

五十畑彩花（普２）／佐藤美悠（普１）／細川琴江／松本菜美

28 水球 8/17 ２回戦

～ 20 （ベスト１６）

団体優勝　２部 個人優勝　１５種目　１６名 （昨年H２８　 団体優勝　１部、　個人優勝　４種目　６名）

平成29年8月28日

Ｎｏ． 大会期日 団　体 　　　個　人　（８位入賞まで）

1 7/21 第１５位 ４８㎏級トータル第２位／スナッチ第１位／C&J 第３位　奥村　紀香（普３）

　～23 ４８㎏級トータル第４位／スナッチ第３位／C&J 第４位　鶴岡　綺音（保２）

７５㎏級トータル第２位／スナッチ第２位／C&J第２位　遠藤　海歌（保２）

2 7/28 優勝

～8/3 （２年ぶり７回目）

3 8/11 CHEER部門

～13 第２位

4 8/2 第９位 入賞なし

～8/8

5 8/2 第６位 入賞なし

～8/8

全国選手権 団体優勝　１部　　 個人優勝　１部　１名 （Ｈ２８　団体優勝　なし　　個人優勝　なし）

インターハイ・全国選手権 団体優勝　３部 個人優勝　１６種目　１７名

Ｎｏ． 大会期日 団　体

28 8/7 入賞なし

～10 （創作コンクール部門）

平成29年8月28日

Ｎｏ． 大会期日 団　体

1 7/31 入賞なし

～8/4

部　　名

女子ウエイトリフティング

第19回全国高校女子選手権大会

平成２９年度　全国高校選手権大会（ｲﾝﾀｰﾊｲ以外）　成績一覧

女子ゴルフ

（団・個）

女子野球

第２１回全国高校女子硬式野球選手権大会

全国高等学校ダンスドリル選手権大会2017

　　　個　人　（８位入賞まで）部　　名

写真

第41回　全国高等学校

総合文化祭　みやぎ総文2017

平成２９年度　文化部全国大会　成績一覧

平成２９年度　全国高校総合体育大会　成績一覧　②
　　　個　人　（８位入賞まで）

平成２９年度　　その他の全国大会　成績一覧　　　
部　　名

ダンス

第３０回全日本高校・大学

ダンスフェスティバル神戸

　　　個　人　（８位入賞まで）

チアリーディング

男子ゴルフ

全国高等学校ゴルフ選手権大会（団・個）

全国高等学校ゴルフ選手権大会（団・個）


