
埼玉栄高等学校

2022/7/14

部活動名 大会名 大会期日 会場 監督・コーチ

男子陸上 8/3～7 徳島県鳴門市 前田亮 加来 優斗(2) 三浦 海瑠(2) 溝江 竜馬(3)

大塚スポーツパーク 佐藤 孔明(1) 三浦 勇希(1) 海蓋 恋大(1)

ポカリスエットスタジアム 浅沼 修帆(2) 橋本 空楽(2) 安藤 椎汰(2)

中村 公栄(2) 大山 健(3) 深瀨 遙斗(3)

平野 倖大(3) 野中 瑛心(3)

女子陸上 8/5～6 徳島県鳴門市 清田浩伸 佐野 奏歩(1) 髙橋 美月(1) 池上 瑠依(1)

大塚スポーツパーク 秋元 彩詠(2)

ポカリスエットスタジアム

男子駅伝 8/3～7 徳島県鳴門市 神山洋一 佐藤 大介(2) 久保田 琉月(3) 小山 翔也(3)

大塚スポーツパーク 本間 颯(3) 松井 海斗(2)

ポカリスエットスタジアム 吉田 蔵之介(3)

女子駅伝 8/6～7 徳島県鳴門市 田村敬明 田中 希実(3) 丹野 菜々美(2)

大塚スポーツパーク

ポカリスエットスタジアム

女子バスケットボール 7/27～8/1 香川県高松市 目由紀宏 片子澤 怜奈(1) 鹿又 安結(2) 石川 紫音(3)

高松市総合体育館 原田道之 衣川 璃来(3) 津脇 梨花(1) 下田 美希(2)

伊藤 琴子(3) 小西 彩和(3) 宮城 亜茉音(3)

矢野 未久(3) 遠藤 亜美(3) 田中 美紗(3)

◎髙岡 凜音(2)

男子体操 8/7～9 愛媛県松山市 大友康平 上澤 幹太(1) 石川 翔生良(2) 岩﨑 大翔(3)

愛媛県総合運動公園体育館 梅尾 健琉(3) ◎村川 稜真(3)

男子新体操 8/13～14 香川県高松市 石田渓 坂田 陽琉恩(1) 渡辺 舜翔(2)

高松市総合体育館 小林 凛太郎(3) 砂川 琉惺(2) 高橋 駿哉(2)

櫻本 皓大(2) 佐藤 瑠唯(3) ◎菅原 瑞希(2)

男子柔道 8/6～10 愛媛県松山市 川原篤 磯野 隆太郎(2) 堀口 太雅(2) 粂田 和樹(3)

愛媛県武道館 坂口 稜(3) 杉野 瑛星(3) 西山 一心(3)

平野 匠啓(1) 峰 優月(2) 窪田 聖英(3)

◎小林 弥祐(3)

女子柔道 8/6～10 愛媛県松山市 小林大輔 川原 輝子(3) 原 波音(1) 小池 夏暉(2)

愛媛県武道館 島野 芽李(2) 新井 心彩(3) 三浦 心暖(3)

◎池田 湖音(3)

男子レスリング 8/1～4 高知県高知市 金崎正一郎 岡崎 蒼翔(1) 内田 怜児(2)

高知県立県民体育館 渡邊輝男 菊田 創(3) 飯見 彰大(1) 植原 優真(1)

小山内 葵生(3) 増田 大将(3) 菊地 一瑳(3)

飯見 大飛(3)

女子レスリング 8/1～4 高知県高知市 金崎正一郎 太田 早也香(2) 田口 刹奈(3) 元木 日陽里(3)

高知県立県民体育館 渡邊輝男

男子ウエイトリフティング 8/4～8 愛媛県新居浜市 福田行延 内藤 仁雄(2) 小池 祐士(3) 鈴木 星空(1)

市民体育館 岡 勢智(2) 鈴木 夏空(3) ◎高橋 正太郎(1)

女子ウエイトリフティング 8/4～8 愛媛県新居浜市 福田行延 田口 菜桜(1) 楢木 美南(2) ◎鈴木 花桜里(1)

市民体育館

12

令和4年度学校総合体育大会ウエイトリフティング競

技大会高円宮賜旗第69回全国高等学校ウエイトリ

フティング競技選手権大会

13

令和4年度学校総合体育大会ウエイトリフティング競

技大会高円宮賜旗第24回全国高等学校女子ウエ

イトリフティング競技選手権大会

9
令和4年度全国高等学校総合体育大会柔道競技

大会第71回全国高等学校柔道大会

10

令和4年度全国高等学校総合体育大会レスリング

競技大会三笠宮賜牌第69回全国高等学校レスリン

グ選手権大会

11
令和４年度全国高等学校総合体育大会卓球競技

大会第91回全国高等学校卓球選手権大会

6
令和4年度全国高等学校総合体育大会体操競技

大会兼全国高等学校体操競技選手権大会

7
令和4年度全国高等学校総合体育大会体操競技

大会兼全国高等学校新体操競技選手権大会

8
令和4年度全国高等学校総合体育大会柔道競技

大会第71回全国高等学校柔道大会

3

令和4年度全国高等学校総合体育大会陸上競技

大会秩父宮賜杯第75回全国高等学校陸上競技

対校選手権大会

4

令和4年度全国高等学校総合体育大会陸上競技

大会秩父宮賜杯第75回全国高等学校陸上競技

対校選手権大会

5
令和4年度全国高等学校総合体育大会バスケット

ボール競技大会

　　　令和4年度　全国高等学校総合体育大会（インターハイ）等全国大会出場部・出場選手一覧

選手（学年）　◎マネージャー

1

令和4年度全国高等学校総合体育大会陸上競技

大会秩父宮賜杯第75回全国高等学校陸上競技

対校選手権大会

2

令和4年度全国高等学校総合体育大会陸上競技

大会秩父宮賜杯第75回全国高等学校陸上競技

対校選手権大会



部活動名 大会名 大会期日 会場 監督・コーチ

女子ハンドボール 7/30～8/4 愛媛県松山市 久野葵 服部 麗(3) 藤田 知優(2) 土屋 怜菜(2)

松山市総合コミュニティーセンター 松原 奈々葉(2) 糸井 寧音(2) 井上 友来(2)

メインアリーナ 若谷 梨里(2) 田中 里奈(3) 小澤 菜子(3)

櫻井 ありさ(3) 大塚 琴音(3) 小山 歩夢(3)

田代 彩華(3) 有間 裕子(3) ◎末永 莉菜(2)

男子卓球 7/30～8/3 愛媛県宇和島市 高橋裕樹 加藤 優京(1) 杉山 勝大(3) 矢代 光(3)

宇和島市総合体育館 若森均 池田 幸将(3) 須黒 睦斗(2)

福田 奏多郎(3) 市村 靖英(3)

女子卓球 8/6～8 愛媛県宇和島市 若森均 狩野 琴春(2) ◎松本 愛加(2)

宇和島市総合体育館

男子バドミントン 7/24～28 徳島県吉野川市 大屋貴司 沖本 優大(2) 大垣 空也(3) 井上 誠也(3)

日本フネン市民プラザ 川邊 悠陽(3) 藤原 睦月(3) 呉 子謙(3)

メインアリーナ 角田 洸介(2) ◎鴛海 健(3)

女子バドミントン 7/24～28 徳島県吉野川市 滝内亮 石井 夢楓(3) 高津 愛花(保1-1) 櫻井 優香(2)

日本フネン市民プラザ 橋村 羽奏(2) 小原 未空(2) 中根 明日香(3)

メインアリーナ 松岡 美歩(3) ◎韮澤 百羽(3)

男子空手道 8/18～20 愛媛県四国中央市 藤江辰徳 井上 晴喜(2) 金井 龍己(2) 石浦 旭陽(3)

伊予三島運動公園体育館 根岸 航太郎(3) 朝倉 一輝(3) 鍵山 柊斗(3)

藤江 功大(3) 関 風斗(3) ◎籠嶋 琉生(3)

女子空手道 8/18～20 愛媛県四国中央市 藤江辰徳 新城 花音(2) 宇都宮 令菜(2) 船川 陽香(2)

伊予三島運動公園体育館 ◎佐々木 天良(3)

男子ゴルフ 8/6～10 栃木県宇都宮市 植草一成 松谷 崇嗣(1) 志村 由羅(2) 佐藤 快斗(2)

サンヒルズカントリークラブ 五十嵐 勇翔(3) 渡辺 大輔(3) 岩井 光太(3)

ウエストコース 斉藤 隼人(3) 東 亜藍(3)

女子ゴルフ 8/6～10 栃木県宇都宮市 畠中秀陽 池上 愛菜(1) 山之口 空(3) 金子 怜愛(3)

サンヒルズカントリークラブ 髙野 愛姫(3) 大郷 光瑠(3)

イーストコース

相撲 7/26～28 高知県高知市 山田道紀 田崎 正美(2) 斧澤 亜矢斗(2) 伊賀 瑛之助(2)

高知県立県民体育館 齋藤 成剛(3) 高山 瞬佑(3) 岡野 颯良(3)

小林 嵐(3) 三浦 光太郎(3) 清宮 健史(3)

◎鮫島 輝(1)

男子フェンシング 8/5～7 香川県高松市 芹澤洋人 今井 瑠人(1) 金光 顕(2) ◎小林 橘平(1)

高松市総合体育館

女子フェンシング 8/5～8 香川県高松市 西村典子 小林 安璃(2) 小野 瑞葵(3) 大島 愛実(3)

高松市総合体育館 伊達 琴巳(3) 薄葉 芽衣(2) ◎友部 和心(3)

スケート 8/3～7 北海道苫小牧市 格地現 杉本 大洋(1) 長 新大(2) 赤藤 蕾太(1)

（アイスホッケー） 白鳥王子アイスアリーナ 小林 誉ノ介(1) 山口 晴太郎(1) 北条 怜央(1)

アボニー トリスタン(1) 川守田 翔太(1) 桃井 大和(1)

吉村 壮一郎(1) 大石 優斗(2) 髙見澤 英翔(2)

岡田 伊織(2) 筒本 路加(2) 安藤 佑真(2)

小桒 潤矢(2) 古戸 凛(2) 朝比奈 大心(3)

棚橋 悠紀(3) 木村 詠二(3) 木村 陽斗(3)

渡邉 力輝(3) 毛塚 大翔(3) 野中 洵稀(3)

吉川 大晃(3) 宮脇 星太(3)

24

令和4年度全国高等学校総合体育大会フェンシング

競技大会第68回全国高等学校フェンシング選手権

大会

25

令和4年度全国高等学校総合体育大会フェンシング

競技大会第68回全国高等学校フェンシング選手権

大会

26 第17回全国高等学校選抜アイスホッケー大会

21
2022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43回団体の部・第66回個人の部

22
2022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43回団体の部・第66回個人の部

23
令和4年度全国高等学校総合体育大会第100回

全国高等学校相撲選手権大会

18

令和4年度全国高等学校総合体育大会バドミントン

競技大会高円宮記念杯第73回全国高等学校選

手権大会

19
令和4年度全国高等学校総合体育大会第49回全

国高等学校空手道選手権大会

20
令和4年度全国高等学校総合体育大会第49回全

国高等学校空手道選手権大会

15
令和４年度全国高等学校総合体育大会卓球競技

大会第91回全国高等学校卓球選手権大会

16
令和４年度全国高等学校総合体育大会卓球競技

大会第91回全国高等学校卓球選手権大会

17

令和4年度全国高等学校総合体育大会バドミントン

競技大会高円宮記念杯第73回全国高等学校選

手権大会

選手（学年）　◎マネージャー

14

令和4年度全国高等学校総合体育大会ハンドボー

ル競技大会高円宮記念杯第73回全日本高等学校

ハンドボール選手権大会



部活動名 大会名 大会期日 会場 監督・コーチ

なぎなた 8/13～15 香川県丸亀市 鈴木亘 鈴木 志穂(1) 福田 くるみ(3) 安川 絵里(3)

丸亀市民体育館 村上 萌々夏(3) 駒田 羽奏(2) 阿部 杏純(2)

森田 愛衣(2)

女子野球 7/22～8/2 兵庫県丹波市 池田健太郎 尾町 莉央(1) 矢澤 めぐみ(1) 清水 りの(1)

つかさグループいちじま球場 岩井美奈 近 いつき(2) 伊藤 彩(2) 北村 和佳奈(2)

兵庫県西宮市 米沢 紗世(2) 大林 和心(2) 田上 結永(2)

阪神甲子園球場 兼子 真姫(2) 神尊 舞子(3) 関谷 橙子(3)

岡本 果歩(3) 河﨑 琳子(2) 河野 美羽(2)

山下 汐音(2) 浅見 桃香(2) 向坂 真梨萌(2)

矢野 心羽(2) 高木 海夏子(2) 小川 舜華(3)

田中 羽月(3) 千々岩 那菜(3) 中谷 麗(3)

荻野 優(3)

チアリーディング 7/30～31 東京都渋谷区 小松崎温恵 大原 莉子(1) 小椋 菜乃(1) 細沼 葵(2)

東京体育館 松村 未来(2) 渡邉 咲来(2) 増本 彩奈(2)

松田 都花(2) 山田 七虹愛(2) 平林 紗良(2)

引場 毬七(2) 矢部 彩羽(2) 脇 凜花(2)

砂川 真輝(2) 梅澤 李旺(3) 荒井 海香(3)

彦久保 七美(3) 水村 礼南(3) 山﨑 未来(3)

林 有希(3) 安藤 優里(3) 北村 綾菜(3)

増田 葵(3) 杉山 沙希(3)

尾崎 日波子(3) 黒澤 たばさ(3) 海老澤 愛蘭(1)

早田 千夏(1)

写真 7/26～29 北海道東川町 上村亮太 樋口 愛唯(3) 後藤 晴香(3) 森田 夏未(3)

8/2～4 東京都台東区 上村亮太 中村 知世(2) ◎新谷 勇太(2)
30

第29回全国高等学校写真選手権大会

『写真甲子園2022』

第46回全国高等学校総合文化祭写真部門

出場部　３０部　　　選手　２５５名　　　マネージャー　１５名　　　監督・コーチ　３０名　　　合計　３００名

選手（学年）　◎マネージャー

27
令和4年度全国高等学校総合体育なぎなた競技大

会第61回全国高等学校なぎなた選手権大会

28 第26回全国高等学校女子野球選手権大会

29
全国高等学校ダンスドリル選手権大会　Miss

Dance Drill Team Japan Competition 2022


