
Ｎｏ． 部活動名 会　　場 大会期日 監督・コーチ 出場回数 人数

1 男子陸上 群馬県前橋市 6/15 嶋根　祐一 ４４年連続 志賀　優晟（保） 文狭　悠（保） 小原　雅史（普）

　　団・個 正田醤油スタジアム群馬 ～18 ４４回目 村松　康生（保２） 小林　隼（普３） 髙橋　陸（保３）

（敷島公園陸上競技場） 日野　功崇（保１） 佐々木　俊輔（普２） 神田　江輝（保２）

神田　有希（保２） 山口　悠璃（普３） 佐藤　方俊（普３）

坂上　幹斗（保１） ◎志賀　康晟（保１） 14

2 女子陸上 群馬県前橋市 6/15 清田　浩伸 ３５年連続 豊泉　百々花（保３） 渡辺　紀里（保３） 金谷　葵（保３）

　　団・個 正田醤油スタジアム群馬 ～18 前田　亮 ３５回目 竹内　彩乃（普３） 松田　真菜（普３） 鈴木　一葉（普２）

（敷島公園陸上競技場） 塩味　未琴（普２） 植竹　七海（保２）

梅宮　悠（保１） 大野　瑞奈（保１） 菊池　愛華（普１）

吉澤　ひまり（保１） 一戸　ジャゼル夢（保１） 14

3 男子駅伝 群馬県前橋市 6/15 神山　洋一 ４４年連続 白鳥　哲汰（普２） 宮坂　大器（普３） 久保田　悠月（普３）

　　個 正田醤油スタジアム群馬 ～16 ４４回目 3

4 女子駅伝 群馬県前橋市 6/15 田村　敬明 ３５年連続 和田　沙亜耶（普１）

　　個 正田醤油スタジアム群馬 ～16 ３５回目 1

5 男子 東京都調布市 6/1 伊藤　寿一 １１年連続 福田　廉斗（保３） 黒木　亮雅（保３） 野々村　蒼生（保３）

バレーボール 武蔵野の森 ～3 ２７回目 横田　龍之介（保３） 砂川　裕次郎（保２） 橋本　岳人（保２）

　　団 総合スポーツプラザ 元田　華瀛（保３） 中野　嵐（保３） 金子　颯汰（保３）

メインアリーナ他 春山　宗太郎（普３） 清水　僚汰（保２） 林　拓巳（保２）

橋本　拓磨（保１） 田中　龍太郎（保２） 14

6 男子 栃木県鹿沼市 6/2 伊藤　裕一 ２年連続 細井　啓汰（普３） 田中　志門（普３－） 遠藤　柚希（保３）

バスケットボール TKCいちごアリーナ ～3 ２３回目 羽柴　伊吹（普３） 保坂　尚紀（普３） ミサカボ・パカ　ベニ（保３）

　　団 （鹿沼総合体育館） 本田　大河（普３） 杉山　碧（普３） 磯部　海世（保２）

北島　粋平（保３） 大内　淳輝（保１） 高橋　涼太（保３）

松田　昂斗（普３） 渡邊　健太（普３） 清水　大夢（保１）

◎石川　雛子（普３） 16

7 女子 神奈川県川崎市 6/9 塩川　優太 １１年連続 宝地　涼夏（保３） 野口　亜美（普３） 中澤　杏実（普３）

バスケットボール 川崎市とどろきアリーナ ～10 １１回目 五十嵐　美玲（保３） 加賀谷すみれ（保３） 渡邉　はるる（普３）

　　団 田村　陽那（保３） 沖　咲月（保２） 浜田　陽菜（普２）

大家　未羽（普２） 内野　綾夏（保２） 東海林　萌菜（普２）

野尻　愛架（保１） 木下　愛里（普１） 高橋　こはく（普１）

◎伊藤　瑞希（普３） 16

8 男子体操 群馬県前橋市 6/8 森川　勝俊 ３８年連続 乾　哲平（保３） 小山　竜希（普３） 須﨑　海斗（保３）

　　団・個 ぐんまアリーナ ～10 大友　康平 ３９回目 堀内　秀人（保３） 井上　塁（保３） 麻田　健斗（保２） 6

9 女子体操 群馬県前橋市 6/8 西村　圭一 ２８年連続 加藤　華（保３）

　　個 ぐんまアリーナ ～10 ２８回目 1

10 男子新体操 群馬県高崎市 6/8 石田　渓 ３３年連続 山上　和輝（保３） 松田　寛生（保３） 小佐野　遼太（普３）

　　団・個 高崎アリーナ ～10 ３３回目 野澤　優太（保２） 福村　泰史（保２） 後藤　龍我（保２）

藤江　拓海（保２） 岩﨑　光（普１） 9

11 男子剣道 栃木県宇都宮市 6/8 蒔田　正人 ８年連続 久保田　優（保３） 皮籠石　蓮（保３） 大沢　龍樹（保３）

　　団・個 ブレックスアリーナ宇都宮 ～10 保坂　武志 ３８回目 長澤　輝星（普３） 岡　武蔵（保２） 宇田川　雄生（保２）

星　歩斗（保２） 7

12 女子剣道 栃木県宇都宮市 6/8 竹田　宏樹 ３８年連続 佐々木　千紘（保３） 小沼　夢姫（保３） 入江　葉月（保３）

　　団・個 ブレックスアリーナ宇都宮 ～10 ３８回目 林　亜朱真（保２） 細田　朱音（保２） 佐々木　葉名（保１）

竜崎　愛希（保１） 7

13 男子柔道 東京都足立区 6/1 川原　篤 ２２年連続 西願寺　哲平（保３） 蓜島　創（保３） 梅野　寛大（保３）

　　団・個 東京武道館 ～3 ２８回目 中川　涼（保３） 岡田　悠之介（保２） 山野井　爽（保２）

杉野　光星（保２） 西山　真心（保２）

◎伊藤　英大（保３） 10

14 女子柔道 東京都足立区 6/1 本松　好正 ２９年連続 三浦　舞幸星（保３） 溝口　愛歌（保３） 畠山　瑠唯（保３）

　　団・個 東京武道館 ～3 太田　成美 ２９回目 苗村　紗也加（保３） 小池　成奈（保３） 飯塚　奈々（保３）

佐藤　星麗七（保２） 渋谷　萌々音（保２） 比嘉　萌（保２）

山口　さき（保２） 新夕　希海（保１） 川原　愛子（普１） 12

15 男子レスリング 千葉県佐倉市 6/2 野口　篤史 ４３年連続 鈴木　歩夢（保３） 掛川　泰史（保３） 内田　創太郎（保３）

　　団・個 佐倉市民体育館 ～3 ４３回目 伊藤　飛未来（普３） 草間　正汰（普２） 小堀　雄大（保２）

出戸　楓雅（保２） 細谷　駿（保２） 塚田　京（保１）

大泉　宗太郎（保１） 佐藤　明（保１） 松本　陸（保１）

小沼　魁成（保１） 13

16 女子レスリング 千葉県佐倉市 6/2 金崎正一郎 ７年連続 吉元　玲美那（普３） 吉村　涼菜（保３） 福永　誠笑（保２）

　　個 佐倉市民体育館 ～3 ７回目 元木　咲良（普２） 阿部　百々子（普１） 5

17 男子 千葉県松戸市 6/1 福田　行延 ４１年連続 上水　良介（普３） 斎藤　聡太（普３） 大森　央晴（保３）
ウエイトリフティング 県立松戸国際高校 ～3 ４１回目 新井　勇太（普２） 中川　平蔵（保２） 栁迫　匠（普２）

　　個 井川　信吾（普２） 深田　幸暉（普２） 8

18 女子ウエイト 千葉県松戸市 6/1 戸﨑　正浩 ５年連続 鶴岡　綺音（保３） 遠藤　海歌（保３） 伊藤　紗彩（保２）

リフティング 県立松戸国際高校 ～3 ５回目 片山　輪咲（保１） 浅倉　紗香（保１） 5

19 男子 山梨県甲府市 6/1 宇草　康祐 １８年連続 斉藤　竜哉（保３） 中島　翼（保２） 井関　綾人（保２）

ソフトボール 小瀬スポーツ公園球技場 ～3 森山　　豊 ２７回目 笹尾　恭平（保２） 髙橋　勇成（普２） 前田　柊羽（普３）

　　団 齋藤　道宣（普３） 瀬戸山　桂斗（普３） 森　優介（普３）

中田　唯人（普３） 木村　健人（普３） 佐藤　直矢（普３）

田嶋　康汰（保１） 池田　亮介（保１） 久保田　隼斗（保１）

大坪　優也（保１） 奥山　馨斗（保１） ◎川谷　友哉（普１） 18

20 女子 山梨県笛吹市 6/1 今野　貴経 ２年ぶり 鳥海　円香（普３） 市川　菜々子（普３） 三浦　萌絵（普３）

ソフトボール 花鳥の里スポーツ広場 ～3 松岡亜希子 ２８回目 加藤　藍子（普３） 惠濃　七海（保３） 清田　ほづみ（保３）

　　団 　　　　　　　　　　　他 石井　萌々夏（保３） 船川　明穂（保３） 下田　芽依（保３）
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Ｎｏ． 部活動名 会　　場 大会期日 監督・コーチ 出場回数 人数

20 女子 中島　咲月（保３） 豊田　朱里（保３） 横井　佑美（保３）

ソフトボール 大内　珠稀（保３） 松島　未季（保３） 林　優菜（普２）

鈴木　蒼（普２） 髙田　みなみ（保２） 日下部　姫良梨（保２）

◎山﨑　怜奈（保３） 19

21 女子 埼玉県熊谷市 6/1 久野　葵 ２４年連続 眞方　澪菜（保３） 遠藤　あい（保３） 小笠原　真由（保３）

ハンドボール 彩の国くまがやドーム ～4 ２７回目 和知　史華（保３） 池澤　愛莉（保３） 岡野　嶺（保３）

　　団 鈴木　麻里子（保３） 田中　千尋（保３） 荒井　桃花（保３）

羽鳥　可楠（保３） 松本　夏実（保３） 小林　海由梨（保２）

藤澤　舞子（保２） 杉﨑　琴音（保２） 中　彩乃（保２）

◎大冨　咲季（保３） 16

22 男子卓球 栃木県宇都宮市 6/1 若森　均 ２６年連続 相沢　龍士（普３） 福原　明雄（普３） 星野　隆斗（普３）

　　団・個 ブレックスアリーナ宇都宮 ～3 ２７回目 大塚　直樹（普３） 中島　大貴（普２） 小林　直太（普２）

尾中　翔英（保２） 下川原　侑希（普１） 8

23 女子卓球 栃木県宇都宮市 6/1 髙橋　裕樹 ３年ぶり 田中　菜々帆（普３） ◇吉田　怜未（普３）

　　個 ブレックスアリーナ宇都宮 ～3 ３０回目 2

24 男子 東京都世田谷区 6/1 大屋　貴司 ２３年連続 武井　優太（保３） 遠藤　彩斗（保３） 川本　拓真（保２）

バドミントン 駒沢オリンピック公園 ～3 ２９回目 河村　翼（保２） 秦野　陸（保２） 池田　智哉（保２）

　　団 総合運動場体育館 川島　直也（保２） ◎百上　拓海（保２） 8

25 女子 東京都世田谷区 6/1 滝内　亮 ３１年連続 吉田　瑠実（普３） 齋藤　夏（普３） 上杉　杏（普３）

バドミントン 駒沢オリンピック公園 ～3 ３１回目 阿部　彩奈（普３） 本田　悠理（普３） 阿相　茉衣（普３）

　　団 総合運動場体育館 小林　奈々華（普３） ◎八角　実侑（普２） 8

26 男子空手道 茨城県水戸市 6/8 藤江　辰徳 １２年連続 河野　直稀（保３） 荒川　雅俊（保３） 佐藤　航成（保２）

　　団・個 茨城県武道館 ～10 ３２回目 深野　陽平（保２） 秋間　樹大（保３） 坪井　凜太朗（保１）

菅田　廉（保１） 石田　優雅（保２） 大谷　朋輝（保２）

齋藤　海人（保２） 船生　和樹（普２） ◎斎藤　凜（保２） 12

26 女子空手道 茨城県水戸市 6/8 藤江　辰徳 １０年連続 大平　優香（保３） 山川　未央（普３） 岡田　さやか（保３）

　　団・個 茨城県武道館 ～10 ２３回目 小島　ももな（保３） 岩﨑　結衣（普１） 小久保　春那（保１）

阿部　向日葵（保１） 出浦　咲津季（保３） 山川　遥香（保２）

清水　寿々（保２） 小笠原　彩映（保１） 砂永　南咲（保１）

竹下　穂香（保１） 山田　和花（普１） 14

27 相撲 神奈川県三浦市 6/9 山田　道紀 ３２年連続 下村　龍太朗（保３） 影山　由伸（保２） 二本栁　亘（保３）

　　団・個 若宮相撲場 ～10 ３２回目 新井　宥里（保３） 神山　龍一（保３） 齋藤　大輔（保３）

春山　万太郎（保３） 永山　竜哉（保３） 木村　豪斗（保１）

宮崎　光星（保２） 浅野　風汰（保２） 竜口　尚大（保１）

清宮　一翔（保２） 納谷　幸成（保２） 北野　颯馬（保１）

佐藤　宜之（保２） 大山　聖龍（保１） 神　歩武（保２）

濱洲　泉啓（保３） 19

28 男子フェンシング 埼玉県新座市 6/1 千野　一也 ３４年連続 江村　凌平（保３） 笠原　慎太郎（保３） 真貝　隼人（普３）

　　団・個 新座市民体育館 ～3 芹澤　洋人 ３４回目 森井　亮介（普２） 浅海　聖哉（保１） 5

29 女子フェンシング 埼玉県新座市 6/1 西村　典子 ３３年連続 渋生田　七海（普３） 越智　美有（普３） 梅澤　千尋（普２）

　　団・個 新座市民体育館 ～3 ３３回目 海老原　菜貴（普２） 岩原　美桜（普２） 齋藤　利莉（保２）

大崎　温（普１） ◎伊佐　茜音（普３） 8

30 なぎなた 東京都足立区 6/9 鈴木　 亘 ２６年連続 橋本　空（普３） 七戸　深雪（普３） 柏木　美音（普３）

　　団・個 東京武道館 ～10 ２６回目 山口　万里花（保３） 小池　実有（保３） 土田　藍子（保２）

成澤　春花（保２） ※萩原　貫太（保３） 榊原　悠太(普３) 9

31 アメリカン 東京都／千葉県 5/26 横山　寛 ２年連続 林　秀紀（普３） 笹井　隆宏（普３） 池田　光輝（普３）

フットボール アミノバイタルフィールド ～6/24 渡辺　将人 １６回目 髙野　良太（普３） 川嶋　陵太（普３） 長谷川　竜哉（普３）

　　団 駒澤第二球技場 土橋　正寛 洞口　陸人（普３） 政輝　優真（普３） 吉田　渉（普３）

富士通スタジアム川崎 北川　明（普３） 高橋　快（普３） 坂本　健太（普３）

品田　佑鑫（普３） 蓮見　孝政（保３） 増田　寛己（保３）

田中　瑞樹（保３） 富澤　武蔵（保３） 福田　義悦（保３）

島田　悠佑（保３） 三原　佑介（普２） 新井　洋平（普２）

池田　陽（普２） 伊藤　尊（普２） 大澤　将尚（普２）

福田　虎太郎（普２） 増田　怜音奈（普２） 池田　翔也（普２）

小石川　翔太（普２） 澤谷　朋治（普２） 竹井　匠（普２）

鳥谷部　凪人（普２） 唐松　真（普２） 長田　健人（普２）

塚田　伸太郎（保２） 堀込　柊稀（保２） 河野　義貴（保２）

陸田　留惟（保２） 嶋﨑　勇樹（保２） 中島　愛基（普１）

横井　温芝（普１） 山田　陸斗（普１） 大槻　力源（普１）

柴崎　凌（普１） 矢部　武蔵（普１） 久保田　武蔵（普１）

鍜治　灯識（保１） 石田　蓮（保１）

山下　颯斗（保１） 貝塚　冬聖（保１） 50

32 男子ゴルフ 栃木県大田原市 6/11 橋本　賢一 ３５年連続 鈴木　朝登（保３） 栗原　悠宇（保２） 村尾　優一（保２）

　　団 那須野ヶ原C.C ～12 ３５回目 山田　真輝（保２） 鈴木　隆太（保１） 5

33 女子ゴルフ 栃木県大田原市 6/11 植草　一成 ３４年連続 髙橋　幸（保３） 岩﨑　美紀（保３） 鈴木　優芽（保１）

　　団 琵琶池ゴルフ倶楽部 ～12 ３４回目 岩井　千怜（保１） 岩井　明愛（保１） 5

34 チアリーディング埼玉県さいたま市 6/21 小松崎温恵 島村　莉奈（普３） 皆川　夏鈴（普３） 矢作　真緒（普３）
　　団 サイデン化学アリーナ ～22 村上　琳音（普３） 後藤　璃子（普３） 當麻　結菜（普３）

馬場　由梨乃（保３） 佐藤　梨花（普２） 平松　梨奈子（普２）

鍛冶谷　聖来（普２） 柴田　芽依（普２） 河上　友結（普２）

鈴木　有紗（普２） 坂輪　来美（普２） 本間　美帆（普２）

荻野　真布（普２） 地原　帆南（保２） 寺島　伶（保２）

石井　凪沙（普１） 20

計　 　３４部 430 名 監督・コーチ 43 名 選手 387 名
※　H29 同時期 　３２部　　　４１０名 （監督・コーチ 39 名） （選手 371 名）

選　　　　手　　（※補欠、◎マネージャー、◇セコンド他）

（補欠・マネージャー等含む）

※男子はオープン参加


