
ＮＯ 回 大会名

埼玉 千葉 神奈川 東京

千葉 東京 埼玉 群馬

千葉 埼玉 神奈川 東京

大鳥 20点 東京 富岡 1７点 神奈川 足立十四 16点 東京 逗子開成 16点 神奈川

成蹊 2４点 東京 上尾瓦葺 ２４点 埼玉 さいたま宮原 ２３点 埼玉 つきみ野 　　　２２点 神奈川

豊野 埼玉 実践学園 東京 東海大菅生 東京 大道 神奈川

豊野 埼玉 相模女子大中 神奈川 陽南 栃木 八王子一 東京

4 53 サッカー 修徳 東京 桐生大学附属 群馬 南浦和 埼玉 駒場東邦 東京

手代木 茨城 東久留米西 東京 西中原 神奈川 若松 千葉

東久留米西 東京 若松 千葉 けやき台 茨城 小山第三 栃木

6 47 軟式野球 駿台学園 東京 東海大学浦安 千葉 作新学院中 栃木 相陽 神奈川

栄 埼玉 光陽 埼玉 茗渓学園 茨城 磯原 茨城

新曽 埼玉 藤村女子 東京 星槎 神奈川 聖望学園 埼玉

桒原　立貴 みずき 群馬 井上　響生 増戸 東京 宮本　高慶 光陽 埼玉 落合　遥生 茗渓学園 茨城

岸　里奈 新曽 埼玉 蛯谷　花音 藤岡市立北 群馬 菊池　柚子 西の原 千葉 飯島　琉日 小山 栃木

藤村女子 東京 東金 千葉 昭和学院 千葉 芝西 埼玉

山田　空  府中第八 東京 馬場せせら 緑が丘 千葉 岡田華英 高浜 千葉 乾　煌李 白山 埼玉

サレジオ 東京 駿台学園 東京 富士見市立西 埼玉 西中原 神奈川

北沢 東京 八王子実践 東京 蓮田 埼玉 駿台学園 東京

清明学園 東京 上青木 埼玉 横芝 千葉 取手一 茨城

芝東 埼玉 芳賀 栃木 松山 埼玉 浦安 千葉

青木・竹之内 上青木 埼玉 樋口・関口 清明学園 東京 木原・五十畑 上青木 埼玉 原田・神藏 大磯 神奈川

天野・仙澤 押原 山梨 佐藤・皆上 松山 埼玉 林・木村 芝東 埼玉 髙山・村上 宮郷 群馬

実践学園 東京 安田学園 東京 文京十 東京 尾久八幡 東京

武蔵野 東京 松戸六 千葉 大間々 群馬 下妻東部 茨城

岡本翼 星槎 神奈川 伊藤佑太 星槎 神奈川 三枝大樹 毛野 栃木 大村心 西谷 神奈川

大出らん 牛久一 茨城 島村果怜 横浜隼人 神奈川 櫻井花 星槎 神奈川 牧野美玲 星槎 神奈川

埼玉栄 埼玉 淑徳巣鴨 東京 金沢 神奈川 蓮田南 埼玉

埼玉栄 埼玉 淑徳巣鴨 東京 小山第二 栃木 武里 埼玉

澤田　修志 埼玉栄 埼玉 石井 叶夢 埼玉栄 埼玉 松本 一優 陽東 栃木 檜山 泰河 陽東 栃木

阿部 果凛 埼玉栄 埼玉  橋村 妃翔 埼玉栄 埼玉 白川　菜結 蘇我 千葉 金岡 薫 綾南 東京

花井 ・遠藤 埼玉栄 埼玉 杉山・椎名 金沢 神奈川 谷川・山嵜 竹来 茨城 田代・宗像 西武台千葉 千葉

榎本・八嶋 蓮田南 埼玉 田中・髙橋 淑徳巣鴨 東京 手塚・櫻井 埼玉栄 埼玉 草間・生井 西武台千葉 千葉

新島学園 群馬 中尾 群馬 佐野 群馬 榛名 群馬

神田女学園 東京 東京立正 東京 瀬谷 神奈川 阿久津 栃木

埼玉栄 埼玉 国分寺 栃木 東海大相模 神奈川 さいたま田島 埼玉

50 杉野　良磨 草野 千葉 安藤　睦哉 六角橋 神奈川 石川　一虎 足立学園 東京 小林　啓裕 さいたま木崎埼玉

55 中村　享義 足立学園 東京 木原　誠登 東海大相模 神奈川 内山　留偉 東金西 千葉 鈴木　琉斗 国士舘 東京

60 嶋貫　蓮 足立学園 東京 藤尾　龍二 足立学園 東京 鉄炮塚晋佑 国分寺 栃木 大柿　遼馬 東海大相模 神奈川 

66 鈴木　勘太 皆野 埼玉 發師　健翔 修徳 東京 大島　悠雅 千代川 茨城 結城　颯征 埼玉栄 埼玉

73 三ツ石恵翔 東海大相模 神奈川 横尾　優空 修徳 東京 佐藤　光晟 国士舘 東京 樋口　劉輝 塚沢 群馬

81 奥定　翔太 修徳 東京 井桁　睦稀 国分寺 栃木 新井　葵大 埼玉栄 埼玉 星　拓酉 藤代 茨城

90 小川皓太郎 習志野第四 千葉 三浦　光喜 さいたま田島埼玉 鳥海　悠 国士舘 東京 林　亭音 国士舘 東京

90超 渡邊　蒼織 埼玉栄 埼玉 長野　慎太 国士舘 東京 佐藤　響希 国分寺 栃木 木口　豪人 喜連川 栃木

国士舘 東京 金目 神奈川 富士学苑 山梨 川口西 埼玉

40 伊藤　寧柚 深川第二 東京 嶋田怜乃愛 足利第一 栃木 村松　花音 さいたま田島 埼玉 竹島　葵 箕郷 群馬

44 川嶋　歩稀 修徳 東京 廣瀬　桃 川口芝西 埼玉 塩谷　苺佳 伊勢崎四 群馬 若林　美優 木更津第一 千葉 

48 手塚　美羽 三島 栃木 柿崎　澪 城郷 神奈川 沖田　結菜 柿生 神奈川 栗山　紗也 八街中央 千葉

52 小泉　茉子 六角橋 神奈川 大泉　わかば 大磯 神奈川 余川　惺央愛 足利第一 栃木 吉澤　麗 第二東 埼玉

57 武田　優希 渋谷教育学園 東京 熊倉　みなみ 足利第一 栃木 常見　風羽 協和 栃木 髙田　愛菜 淑徳 東京

63 柴田　さち 金目 神奈川 佐野明日香 川口西 埼玉 岩田菜々子 修徳 東京 小松　愛南 茅ヶ崎第一 神奈川

70 森野　千春 日野第一 東京 勝又　美涼 富士学苑 山梨 村越帆乃果 茅ヶ崎第一 神奈川 本多　絢 金目 神奈川

70超 荻野 友里 国士舘 東京 髙橋 梨子 豊郷 栃木 丹沢真奈美 富士学苑 山梨 幸本　明香 秦野南 神奈川

潮田 神奈川 郁文館 東京 壬生 栃木 小山第三 栃木

小山第三 栃木 潮田 神奈川 日体大桜華 東京 淑徳巣鴨 東京

山口瑠偉 関 東京 松本煕心 東海大浦安 千葉 池嶋優 関 東京 島村昇冴 関 東京

鶴見那鳳 境一 茨城 吉村絆那 幕張本郷 千葉 小久保唯花 ちはら台南 千葉 野稲優心 潮田 神奈川

柏第二 千葉 富士見 神奈川 若草 栃木 横浜南 神奈川

児玉颯飛 柏第二 千葉 喜友名　琉 柏第二 千葉 吉岡　竜大 市川三 千葉 甲斐田龍馬 大道 東京

三島 栃木 常盤松 千葉 松戸古ヶ崎 千葉 上尾大石 埼玉

いすみ岬 千葉 真岡 栃木 下館南 茨城 中郷 茨城

令和４年度　関東中学校体育大会成績一覧表
種別 優　　　勝 準　優　勝 ３　　位 ３　（４）　位

１２０点 ７８点
女子 　10７点 　９０点 ８０点 ７７点1 50 陸上競技

男子 　１３１点 １２７点

総合 ２３４点 21１点

3 52
バスケット
ボール

男子

女子

男子

１８５点 １６８点

2 46 水泳競技
男子

女子

7 53 体操競技

団男

団女

個男

個女

5 51 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ
男子

女子

男子

8 53 新体操
団女

個女

9 57 バレーボール
男子

女子

11 52 卓　球

団男

団女

個男

個女

10 52 ソフトテニス

団男

団女

個男

個女

13 50 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ
男子

女子

12 53 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ

団男

団女

Ｓ男

Ｓ女

Ｄ男

Ｄ女

15 47 剣　道

団男

団女

個男

個女

14 47 柔　道

団男

団女

16 46 相　撲
団体

個人

17 31 駅　伝
男子

女子


