
【第７回全国中学生フェンシング選手権大会】
Ｎｏ． 部活動名 大会期日 会　　場 団体

1 フェンシング 7/22 東京都世田谷区 安井 朱雀（中1） 佐藤 ひな子（中2） 外山 菫（中2）

～24 駒沢公園体育館 今井 瑠人（中3） 河邉 諒太（中3） 小林 橘平（中3）

丸田 光（中3）

【JOCジュニアオリンピックカップ　第29回全国中学生なぎなた大会】
Ｎｏ． 部活動名 大会期日 会　　場 団体

1 なぎなた 7/24 鹿児島県鹿児島市 豊田 ひなた(中2) 鈴木 志穂(中3) 髙𣘺 凜恩(中3)

～25 西原商会アリーナ

【２０２１年度全国中学校ゴルフ選手権大会文部科学大臣旗争奪第２９回男子団体の部】
Ｎｏ． 部活動名 大会期日 会　　場 団体

1 ゴルフ 8/24 栃木県日光市 張 真(中2) 齋藤 裕(中3) 高崎 友輔(中3)

～25 ピートダイゴルフクラブ

【２０２１年度全国中学校ゴルフ選手権大会文部科学大臣旗争奪第１４回女子団体の部】
Ｎｏ． 部活動名 大会期日 会　　場 団体

1 ゴルフ 8/24 栃木県日光市 佐藤 彩葉(中1) 歸山 美音(中3) 篠田 麗(中3)

～25 ピートダイゴルフクラブ 間中 りょう(中3) 池上 愛菜(中3)

【２０２１年度全国中学校ゴルフ選手権大会文部科学大臣旗争奪第６５回個人の部】
Ｎｏ． 部活動名 大会期日 会　　場 団体

1 ゴルフ 8/24 栃木県日光市 第６位　池上 愛菜(中3)

～25 ピートダイゴルフクラブ 齋藤 裕(中3) 間中 りょう(中3)

【２０２１年度（第２６回）日本ジュニアゴルフ選手権競技】
Ｎｏ． 部活動名 大会期日 会　　場 団体

1 ゴルフ 8/18 埼玉県狭山市 間中 りょう(中3) 池上 愛菜(中3)

～20 東京ゴルフクラブ

【令和３年度全国中学校体育大会第５２回全国体操競技選手権大会】
Ｎｏ． 部活動名 大会期日 会　　場 団体

1 男子体操 8/19 神奈川県藤沢市 高橋 正太郎(中3)

～8/20 神奈川県立スポーツセンター

【第４８回全日本中学校陸上競技選手権大会】
Ｎｏ． 部活動名 大会期日 会　　場 団体

1 陸上 8/19 茨城県ひたちなか市 100ｍ　第７位　シラ ファンタ恵理加（中3）

～8/20 笠松運動公園陸上競技場

【令和３年度全国中学校体育大会第５２回全国中学校柔道大会】
Ｎｏ． 部活動名 大会期日 会　　場 団体

1 柔道 8/23 群馬県前橋市 90ｋｇ超級　第５位　饒平名 和貴(中3)

～8/25 ALSOK　ぐんま総合 柳下 信一朗(中3) 北村 斗麗(中3) 村山 悠希(中3)

スポーツセンターぐんまアリーナ 中村 成寿(中3) 利根川 拓跳(中2) 渡邊 蒼織(中2)

【令和３年度全国中学校体育大会第５１回全国中学校バドミントン大会】
Ｎｏ． 部活動名 大会期日 会　　場 団体

1 バドミントン 8/20 山梨県甲府市 男子シングルス　優勝　澤田 修志(中2) 男子シングルス　第２位　三浦 大地(中3)

～23 小瀬スポーツ公園体育館 男子シングルス　ベスト８　石井 叶夢(中2)

男子ダブルス　第２位　有江 琥珀(中3)・稲川 蓮二郎(中3)

女子ダブルス　優勝　上野 凛(中3)・垣内 杏南(中3)

花井 和紀(中2) 小野里 美那(中2) 高津 愛花(中3)

水本 明希(中3) 山縣 壮也(中3) 阿部 果凛(中2)

田中 美衣(中3)

入賞および出場者

男子団体
第９位

女子団体
第１１位

入賞および出場者

入賞および出場者

令和３年度　中学校全国大会　成績一覧
埼玉栄中学校

令和3年9月8日

入賞および出場者

１回戦

入賞および出場者

第３位

入賞および出場者

第３位

第５位

入賞および出場者

入賞および出場者

入賞および出場者

入賞および出場者

男子　優勝

女子　ベスト８



部　名 期日 会　　場 団体成績

1 男子陸上 7/28 福井県福井市 加来 優斗(普1) 深瀨 遙斗(保2) 平野 倖大(保2)

～8/13 福井県営陸上競技場 野中 瑛心(保2-7) 安藤 李空(保3) 神田 陽太(保3)

福田 凱璃(保3) 廿浦 亮仁(保3)

2 女子陸上 7/28 福井県福井市 100mH　優勝　田口 真悠(保3) 400ｍH　優勝　ﾀﾈﾙ ｱｽﾙﾊｰﾝ舞璃乃(普3)

～8/13 福井県営陸上競技場 走高跳　優勝　岡野 弥幸(保3) 400ｍ　優勝　ﾀﾈﾙ ｱｽﾙﾊｰﾝ舞璃乃(普3)

野口 美颯(普2) 高野 結(普3) 松田 菜帆(普3)

城野 伽奈恵(保3) 大谷 くる美(保3) 中本 葵(保3)

小倉 緑風(保3) 佐久田 和愛(保3)

3 男子駅伝 7/28 福井県福井市 久保田 琉月(普2) 小山 翔也(普2) 板橋 将吾(普3)

～8/1 9.98スタジアム 山﨑 颯(普3)

4 男子バレーボール 8/2 石川県金沢市 木村 勇暉(保1) 小林 愛翔(保2) 安岡 朔哉(保2)

～6 いしかわ総合スポーツセンター 金子 遼祐(保3) 工藤 築(保3) 小林 葵翔(保3)

長友 優夢(保3) 伊東 聖翔(保3) 島津 玲良(保3)

伊東 幸輝(保3) 島村 健斗(保3)

5 女子バスケットボール 8/10 新潟県新潟市 鹿又 安結(普1) 石川 紫音(普2) 衣川 璃来(普2)

～15 東総合スポーツセンター 山田 七星(普3) 高橋 美樹(普3) 戸沢 雪乃(保1)

亀田総合体育館 下田 美希(保1) 伊藤 琴子(保2) 宮城 亜茉音(保2)

秋葉区総合体育館 田中 美紗(保2) 遠藤 亜美(保2) 矢野 未久(保2)

6 男子体操 8/9 新潟県上越市 ゆか　第３位　奥田 健太(保3) 鉄棒　第７位　土屋 遼佑(保3)

～11 リージョンプラザ上越 平行棒　第８位　土屋 遼佑(保3)

野村 航平(保3) 岩﨑 大翔(保2) 嘉指 博貴(保3)

7 男子新体操 8/21 新潟県新潟市 個人総合　第２位　野村 壮吾(保3) クラブ　第２位　野村 壮吾(保3)

～22 東総合スポーツセンター ロープ　第２位　野村 壮吾(保3-4)

生田目 愛和(保3) 吉田 侑代(保3) 折笠 優生(保3)

小阪 信吾(普3) 小林 凛太郎(保2) 渡辺 舜翔(保1)

8 男子柔道 8/8 長野県長野市 100ｋｇ級　優勝　新井 道大(保2) 90ｋｇ級　優勝　長濱 佑飛(保3)

～10 真島総合スポーツアリーナ 100ｋｇ超級　第３位　野村 陽光(保3) 81ｋｇ級　第５位　原 海人(保3)

（ホワイトリング） 磯野 隆太郎(保1) 猪瀬 真司(保3) 五十嵐 雅人(保3)

坂口 稜(保2) 中井 貴道(保3) 原 凪人(保3)

9 女子柔道 8/10 長野県長野市 78ｋｇ級　優勝　新井 万央(普3) 48ｋｇ級　第３位　池田 湖音(保2)

～12 真島総合スポーツアリーナ 三浦 心暖(保2) 新井 心彩(保2) 栗原 理梨(保3)

10 男子レスリング 8/21 福井県大飯郡 80ｋｇ級　優勝　五十嵐 文彌(普3) 71ｋｇ級　第３位　林 拳進(普3)

～24 おおい町総合運動公園体育館 𠮷野 飛来(普1) 菊田 創(普2) 荻野 海志(普3)

荻野 大河(保1) 宇都宮 快斗(保1) 増田 大将(保2)

小山内 葵生(保2) 菊地 一瑳(保2) 飯見 大飛(保2)

11 女子レスリング 8/21 福井県大飯郡 47ｋｇ級　第３位　太田 真蓉(保3) 53ｋｇ級　第２位　尾西 桜(普1)

～24 おおい町総合運動公園体育館 57ｋｇ級　第５位　太田 早也香(普1)

12 男子ウエイトリフティング 8/9 福井県小浜市 67ｋｇ級　第20位　吉野 光陽(普2) 81ｋｇ級　優勝　須藤 之博(普3)

～13 小浜市民体育館 73ｋｇ級　第４位　吉野 真太郎(普3) 102ｋｇ級　第10位鈴木 星空(保1)

+102ｋｇ級　第６位　鈴木 夏空(保2) 67ｋｇ級　第５位　野上 脩久(保3)

13 女子ウエイトリフティング 8/9 福井県小浜市 45ｋｇ級　第６位　楢木 美南(普1) 55ｋｇ級　第５位　市川 紗羅(保3)

～13 小浜市民体育館 59ｋｇ級　第４位　德田 七海(保3)

14 女子ハンドボール 8/16 福井県県営体育館 松原 奈々葉(保1) 井上 友来(保1) 若谷 梨里(保1)

～21 田中 里奈(保2) 小澤 菜子(保2) 小山 歩夢(保2)

大塚 琴音(保2) 田代 彩華(保2) 大野 ひかる(保3)

渡辺 菜央(保3) 荒井 美咲(保3) 石原 さくら(保3)

大山 愛美(保3) 木村 遥和(保3) 櫻田 紗和(保3)

15 男子卓球 8/12 富山県富山市 杉山 勝大(普2) 矢代 光(普2) 豊田 彪(普3)

～17 富山市総合体育館 小暮 桜介(普3) 羽賀 琉晴(普3) 狩野 耕助(普3)

須黒 睦斗(保1) 福田 奏多郎(保2)

16 女子卓球 8/15 富山県富山市 狩野 琴春(保1)

～17 富山市総合体育館

令和３年度　全国高校総合体育大会等　成績一覧
埼玉栄高等学校

令和3年9月8日

入賞および出場者

入賞なし

学校対抗

第２位

入賞なし

２回戦進出

２回戦進出

第５位

第１０位

第５位

第３位

第３位

学校対抗

優勝

入賞なし

ベスト１６

２回戦進出



部　名 期日 会　　場 団体成績

17 男子バドミントン 8/9 富山県高岡市 シングルス　優勝　森口 航士朗(保3) シングルス　第２位　宮下 怜(保3)

～13 高岡市竹平記念体育館 ダブルス　第２位　野口 翔平(保3)・森口 航士朗(保3)

ダブルス　ベスト８　井上 誠也(保2)・川邊 悠陽(保2)

沖本 優大(保1) 大垣 空也(保2) 馬屋原 光大郎(保3)

井上 翔太(保3)

18 女子バドミントン 8/9 富山県高岡市 中根 明日香(保2) 韮澤 百羽(保2) 倉島 美咲(保3)

～13 高岡市竹平記念体育館 矢嶋 幸(保3) 小原 未空(保1) 鹿毛 野乃花(保3)

田代 葵楓(保3) 八角 真帆(保3)

19 男子空手道 8/13 富山県上市町 個人形　優勝　秋吉 優斗(保3)

～15 丸山総合公園体育館 井上晴喜(保1) 朝倉 一輝(保2) 藤江 功大(保2)

金井 龍己(保1) 神田 祐輔(保3) 初山 龍空(保3)

嶋田 大茉斗(保3) 川島 碁和萌(保3)

20 女子空手道 8/13 富山県上市町 個人形　優勝　北口 歌桜(普3)

～15 丸山総合公園体育館 戸張 花音(普2) 船川 陽香(保1) 小林 心愛(普2)

菅野 綾音(保1) 小林 温奈(保1) 岡田 亜衣(保2)

佐々木 天良(保2) 藤江 舞衣(保3)

21 相撲 8/6 糸魚川市民総合体育館 田崎 正美(保1) 高山 瞬佑(保2) 小林 嵐(保2)

～8 齋藤 成剛(保2) 清宮 健史(保2) 酒井 真幸(保3)

手計 太希(保3) 市川 太陽(保3) 神﨑 大貴(保3)

竹田 章一郎(保3)

22 女子フェンシング 8/10 福井県越前市 エペ　第５位　内山 澪(保3) サーブル　第５位　大島 愛実(保2)

～14 越前市AW-Ⅰスポーツアリーナ フルーレ　第６位　濱松 里紗(普3)

伊達 琴巳(保2) 薄葉 芽衣(普1) 小林 安璃(普1)

小野 瑞葵(普2)

23 なぎなた 8/9 石川県白山市 望月 一華(普3) 河野 朱音(保3) 加藤 珠那(普3)

～12 松任総合運動公園体育館 森田 慧(普3) 横溝 実咲(普3)

佐藤 菜月(普3)

24 男子競泳 8/17 長野県長野市 100ｍバタフライ　優勝　丹保 陸(保3) 200ｍバタフライ　第２位　丹保 陸(保3)

～20 長野運動公園総合運動場総合市民プール 小澤 幹(普2) 熊倉 来緒(普2) 齊藤 和真(普2)

岡野 健太(普2) 五十嵐 滉(普3) 尾藤 秀哉(普3)

田中 直太朗(普3) 阿部 隼汰(保3) 庭野 直樹(保3)

25 女子競泳 8/17 長野県長野市 400ｍ個人メドレー　第３位　菅 美奈実(普3) 古俣 桜(普2)

～20 長野運動公園総合運動場総合市民プール 100ｍ自由形　第５位　篠塚 聖妃(保3) 白井 遥(保1)

【第３７回全国高校生グレコローマンスタイルレスリング選手権大会】
部　名 期日 会　　場 団体成績

1 レスリング 7/17 滋賀県大津市 ７１ｋｇ級　第２位　林 拳進(普3) １２５ｋｇ級　第４位　宇都宮 快斗(保1)

～19 ウカルちゃんアリーナ 菊田 創(普2) 荻野 海志(普3)

荻野 大河(保1) 増田 大将(保2) 小山内 葵生(保2)

菊地 一瑳(保2)

【第２５回全国高等学校女子硬式野球選手権大会】
部　名 期日 会　　場 団体成績

1 女子硬式野球 7/24 兵庫県丹波市 井原 悠希(普3) 坂本 菜々子(普3) 住吉 朝日香(普3)

～8/22 つかさグループいちじま球場 芳谷 采香(普3) 境 さくら(普3) 福田 真帆(普3)

若林 莉央(普3) 渋谷 恵美(普3) 岩井 留萌(保3)

大野 好(保3) 坂本 ひなた(保3) 萩原 美蘭(保3)

伊藤 優雅(保3) 金田 恵奈(保3) 桐原 雅(保3)

菅原 菜々子(保3) 高橋 友結(保3) 神尊 舞子(普2)

関谷 橙子(普2) 小川 舜華(保2) 田中 羽月(保2)

千々岩 那奈(保2) 荻野 優(保2) 北村 和佳奈(普1)

兼子 真姫(普1)

入賞および出場者

第２位

ベスト１６

ベスト１６

ベスト１６

第５位

２回戦進出

予選

第５位

入賞なし

入賞および出場者

入賞および出場者

３回戦進出



【全国高等学校ダンスドリル選手権大会】
部　名 期日 会　　場 団体成績

1 チアリーディング 7/30 大阪府大阪市 阿部 香佑子(普1) 平林 紗良(普1) 遠藤 美咲(普2)

～8/1 丸善インテックアリーナ 梅澤 李旺(普2) 荒井 海香(普2) 林 有希(普2)

彦久保 七美(普2) 水村 礼南(普2) 山﨑 未来(普2)

安藤 優里(普2) 北村 綾菜(普2) 増田 葵(普2)

杉山 沙希(普2) 尾崎 日波子(普2)

黒澤 たばさ(普2) 河村 彩映(普3) 近江 叶望(普3)

河野 結衣(普3) 原嶋 知花(普3) 佐藤 緋奈乃(普3)

【第１６回全国高等学校選抜アイスホッケー大会】
部　名 期日 会　　場 団体成績

1 スケート 8/3 北海道苫小牧市 古戸 凛(保1) 岡田 伊織(保1) 安藤 佑真(保1)

（アイスホッケー） ～8/8 白鳥王子アイスアリーナ 小桒 潤矢(保1) 朝比奈 大心(保2) 棚橋 悠紀(保2)

木村 詠二(保2) 木村 陽斗(保2) 渡邉 力輝(保2)

吉川 大晃(保2) 毛塚 大翔(保2) 野中 洵稀(保2)

宮脇 星太(保2) 青木 諒大(保3) 井口 藍仁(保3)

斉藤 世龍(保3) 村社 海莉(保3) 横須賀 大夢(保3)

中村 晃世(保3) 常川 渉稀(保3) 森岡 滉葵(保3)

木村 励(保3)

【第３３回全日本高校・大学ダンスフェスティバル（神戸）】
部　名 期日 会　　場 団体成績

1 ダンス 8/12 兵庫県神戸市 大島 杏菜(普2) 島田 笑里(普2) 茂木 瑠花(普2)

～8/14 神戸文化ホール 中村 友香(普2) 鈴木 菜陽(普2) 加藤 羽留奈(普2)

安藤 心花(普2) 小林 千夏(普2) 大島 萌恵(普2)

木村 紗佳(普2) 加藤木 彩花(普3) 新井 優佳(普3)

落合 未来(普3) 苅部 桃果(普3) 内山 才銘(普3)

大木 映里奈(普3) 黒澤 こころ(普3) 佐藤 莉緒(普3)

鈴木 彩葵(普3) 宮松 志帆(普3) 清水 幹哉(普3)

松下 歩夢(普3) 和泉 舜果(普3) 清野 華(普3)

山口 来実(普3) 原 洋介(普3) 森泉 凛香(保2)

高松 夏菜(保2) 澁谷 桃寧(保2) 平塚 優空(保2)

【２０２１年度全国高等学校ゴルフ選手権大会文部科学大臣旗争奪第４２回団体の部・第６５回個人の部】
部　名 期日 会　　場 団体成績

1 男子ゴルフ 8/24 栃木県宇都宮市 第３位　佐藤 快斗(保1) 栗原 遥大(保1) 志村 由羅(保1)

～25 サンヒルズカントリークラブ 熊谷 地陽(保2) 岩井 光太(保2) 相原 涼汰(保2)

東 亜藍(保2) 岡野 正輝(保3)

2 女子ゴルフ 8/24 栃木県宇都宮市 第３位　髙野 愛姫(保2)

～25 サンヒルズカントリークラブ 大郷 光瑠(保2) 金子 怜愛(保2) 中澤 瑠来(保3)

【２０２１年度（第２６回）日本ジュニアゴルフ選手権競技】
部　名 期日 会　　場 団体成績

1 男子ゴルフ 8/18 埼玉県日高市 佐藤 快斗(保1) 栗原 遥大(保1) 斉藤 隼人（保2）

～20 日高カントリ―クラブ 飯田 悠麿（保1） 須田 航平(普2) 東 亜藍(保2)

岩井 光太(保2)

2 女子ゴルフ 8/18 埼玉県狭山市 大郷 光瑠(保2) 中澤 瑠来(保3) 髙野 愛姫(保2)

～20 東京ゴルフクラブ

【２０２１全国中学校高等学校ドリームマッチプレー選手権大会】
部　名 期日 会　　場 団体成績

1 男子ゴルフ 8/17 長野県佐久市 全 允浩（保2）

～19 佐久リゾートゴルフ倶楽部

2 女子ゴルフ 8/17 長野県佐久市 中島 千奈都(普3)

～19 佐久リゾートゴルフ倶楽部

入賞および出場者

第２位

入賞および出場者

第４位

入賞および出場者

入賞なし

入賞および出場者

第５位

優勝

入賞および出場者

入賞および出場者



【第６８回NHK杯全国高校放送コンテスト】
Ｎｏ． 部　名 期日 会　　場 成績

1 放送 7/10 オンライン 髙橋 明子（普2）

～29 片桐アリーナ

【第４５回全国高等学校総合文化祭】
Ｎｏ． 部　名 期日 会　　場 成績

1 写真 7/10 和歌山県橋本市 後藤 晴香（普2） 伊藤 優太（普3）

～29 和歌山県立橋本体育館

2 コーラス 8/4 和歌山県和歌山市 藤本 花奈(普1) 武田 碧海(普1) 黒埼 心海(普1)

～7 和歌山市民会館 潘 祉瑛(普1) 金井 美優(普1) 齊藤 百香(普1)

大島 未有希(普1) 山田 未智瑠(普1) 関口 真央(普2)

大森 桃弥(普2) 若杉 心晴(普2) 秋元 春風(普2)

足立 百合(普2) 大木 陽奈(普2) 深山 ゆうは(普2)

菊地 快(普2) 田中 彼方(普2) 名越 統真(普2)

今井 輝夜(普2) 内山 実優(普2) 大畑 琉華(普2)

田中 彩花(普2) 山﨑 茜(普2) 國柗 輝雄(普2)

石田 匠(普3) 後藤 和(普3) 北島 靖也(普3)

藤井 ひなた(普3) 石川 聖龍(普3) 中山 虎太郎(普3)

細井 心温(普3) 茂木 沙耶加(普3) 渡辺 綾香(普3)

八木原 俊雄(普3) 石井 茜絵(普3) 井上 桃李(普3)

臼井 陽登(普3) 桑原 隆浩(普3) 大平 蒼海花(普3)

峰田 春佳(普3) 山﨑 葵(普3) 荒川 知穂(普3)

森 葉月(普3) 山口 南美(普3)

【第４５回全日本学生ギターフェスティバル】
Ｎｏ． 部　名 期日 会　　場 成績

1 マンドリン・ギター 8/21 東京都江戸川区 渡邊 悠大(普1) 柴山 晴(普1) 臺 晴香(普1)

～22 江戸川区総合文化センター 齊藤 朱里(普2) 毛塚 誠己(普2) 齋藤 綾太(普2)

井上 龍(普2) 山本 太祐(普2) 松本 亜璃(普2)

堀 くるみ(普2) 池田 葉月(中3)

令和３年度　文化部全国大会　成績一覧
埼玉栄高等学校

令和3年9月8日

出場者

準々決勝進出

出場者

入賞なし

発表のみ

出場者

銅賞


