
ＮＯ 回 大会名
1 49 陸上競技

北海道 東京 大阪 大阪

城端 ２２点 富山 埼玉 東京 和歌山

栖吉 16点 新潟 四日市中部 1３点 三重 飛鳥学園 1１点 愛知 青山 ９点 大分

稲浜 15点 千葉 前橋第一 1３点 群馬 丸内 １１点 石川 神戸 １１点 三重

末広 静岡 栄 埼玉 弘前学院聖愛 青森 大阪体育大浪商 大阪

新曽 埼玉 相愛 大阪 藤村女子 東京 名古屋経済大市邨 愛知

桒原 立貴 みずき 群馬 （２位）小島 埜和 弘前学院聖愛 青森 （２位）赤堀 早朱慶 末広 静岡 水鳥 大翔 末広 静岡

蛯谷　花音 藤岡市立北 群馬 中村 遥香 相愛 大阪 飯島 琉日 小山 栃木 岸 里奈 新曽 埼玉

藤村女子 東京 東金 千葉 富雄南 奈良 昭和学院 千葉

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

メリノール学院 三重 布水 石川 与進 静岡 倉敷市立南 岡山

メリノール学院 三重 樟蔭 大阪 竜操 岡山 大阪

浜松修学舎 静岡 菟田野 奈良 サレジオ 東京 駿台学園 東京

金蘭会 大阪 大阪国際 大阪 就実 岡山 福岡女学院 福岡

6 53 サッカー 浜松開誠館 静岡 静岡学園 静岡 青森 鹿児島

神森 沖縄 西中原 神奈川 粕屋 福岡 東久留米西 東京

東久留米西 東京 高南 大阪 氷見市立十三 富山 鶴城 熊本

8 44 軟式野球 駿台学園 東京 静岡翔洋 静岡 明徳義塾 高知 東風平 沖縄

上青木 埼玉 取手第一 茨城 明徳義塾 高知 清明学園 東京

昇陽 大阪 朝日丘 愛知 就実 岡山 京都光華 京都

水木・松田 尾上 青森 常味・鳴海 荒砥 群馬 青木・竹之内 上青木 埼玉 根津・阿子島 白石 宮城

平尾・竹田 昇陽 大阪 天野・仙澤 押原 山梨 塚本・池田 昇陽 大阪 足利・近坂 就実 岡山

野 田 学 園 山 口 中間東 福岡 浜 松 修 学 舎 静岡 明徳義塾 高知

四 天 王 寺 大阪 貝 塚 二 大阪 山 陽 学 園 岡山 土佐女子 高知

松島　輝空 星 槎 神奈川 渡部　民人 星 槎 神奈川 吉山　和希 愛工大名電 愛知 齋藤俊太朗 明徳義塾 高知

面手　　凛 山陽学園 岡山 青木　咲智 四天王寺 大阪 竹谷　美涼 貝塚二 大阪 日下部詩季 城南 石川

福島 埼玉 青森 長崎

青森 大阪 石川 山口

川野 寿真 ふたば未来学園 福島 澤田 修志 埼玉栄 埼玉 長束 翔太 治郎丸 愛知 山城 政人 ふたば未来学園 福島

浅野 真央 青森山田 青森 白川 菜結 蘇我 千葉 阿部 果凛 埼玉栄 埼玉 東谷 悠妃 青森山田 青森

川﨑・石沢 青森山田 青森 前田・新開 協和 香川 世古・芳賀 ふたば未来学園 福島 花井・遠藤 埼玉栄 埼玉

米本・山中 四天王寺 大阪 榎本・八嶋 蓮田南 埼玉 小山・中根 青森山田 青森 大津・関野 羊丘 北海道

御調 広島 重信 愛媛 新島学園 群馬 仁淀・池川・尾川 高知

岸城 大阪 神田女学園 東京 翠町 広島 長泉北 静岡

大成 愛知 修徳 東京 埼玉栄 埼玉 東海大相模 神奈川

50 大東 飛真 黄檗 京都 橋間 心暖  湊川 兵庫 石川 一虎 足立学園 東京 南 祐稀 瑞浪 岐阜

55 池内 雷基 さいたま田島 埼玉 木津 寛登 大成 愛知 中村 享義 足立学園 東京 木原 誠登 東海大相模 神奈川

60 嶋貫　蓮 足立学園 東京 平井 豪輝 長崎日大 長崎 河原 悠斗 桜木 熊本 田中 蒼人 鎌田 三重

66 菅野 駿 南第二 愛媛 田中 龍希 昭栄 佐賀 西原 聡亮 沖学園 福岡 門倉 寛太 静岡学園 静岡

73 三ツ石恵翔 東海大相模 神奈川 樋口　劉輝 塚沢 群馬 松本 大勢 長崎日大 長崎 森山 陽貴 五十市 宮崎

81 秋田蔵之介 東海大相模 神奈川 𠮷田 征矢 大成 愛知 坪井 馨 北九州城南 福岡 國料 瑠真 玉名 熊本

90 伊藤 志竜 山王 秋田 竹下 智哉 田主丸 福岡 石井 克明 静岡学園 静岡 林 亨音 国士舘 東京

90超 三木 清夢 香長 高知 井上 大智 東海大相模 神奈川 渡邊 蒼織 埼玉栄 埼玉 時田 開仁 大成 愛知

 佐久長聖 長野 川口西 埼玉 五條東 奈良 敬愛 福岡

40 伊藤 寧柚 深川二 東京 小宗 紘奈 小佐々 長崎 小松 美里 丘 長野 佐藤 朱 流山南部 千葉

44 井上 愛翔 生光学園 徳島 白金 里桜  佐久長聖 長野 都甲 栞菜 杵築 大分 川嶋 歩稀 修徳 東京

48 大谷 葉月 箕島 和歌山 荒川 遥楓	五條東 奈良 山出 愛子 弥刀 大阪 栗田 恵那 さいたま田島 埼玉

52 大井 彩蓮 五條東 奈良 小泉 茉子 六角橋 神奈川 前田 琳音 生光学園 徳島 丸田 美海 宇都 鹿児島

57 森田 七海 五條東 奈良 鈴木 ケイ 佐久長聖 長野 田中 愛子 福井工大福井 福井 武田 優希 渋谷教育学園 東京

63 佐野明日香 川口西 埼玉 堀 紗羅葉 北辰 石川 金 智賢 五條東 奈良 荒木心乃夏 戴星学園 大分

70 髙橋 南乃 龍田 熊本 林 桃 池田北豊島 大阪 佐竹 優芽  佐久長聖 長野 勝又 美涼 富士学苑 山梨

70超 山口 千弘 敬愛 福岡 菅本 彩乃 高川学園 山口 渡邊 美海 中郷 静岡 坂本 四葉 宇治 京都

九州学院 熊本 大野東 福岡 壬生 栃木 長崎南山 長崎

杵築 大分 聖ドミニコ 宮城 淑徳巣鴨 東京 勝平 秋田

島村 昇冴 関 東京 中村 文次郎 九州学院 熊本 片上 倖之介 重信 愛媛 西 寿弘 伊集院 鹿児島

佐藤 愛海 小針 新潟 小林 心乃 植田 愛知 古本 純莉 宝達 石川 時村 歩実 杵築 大分

柏第二 千葉 西南部 石川 古仁屋 鹿児島 西部 大分

西村　和真 東伯 鳥取 重村鴻之介 古仁屋 鹿児島 倉岡　優太 鶴城 熊本 本間　侑亮 津幡南 石川

酒井根 千葉 湯川 福岡 桂 京都 国府 山口

稲美 兵庫 桂 京都 神村学園 鹿児島 大沢野 富山

南牧 33点 長野 帯広第一 24点 北海道 音更下音更 20点 北海道 小海 19点 長野
士幌町中央 22点 北海道 長野 北海道 鉢盛 18点 長野
田内 誠悟 城山 愛知 高橋 星名 星槎名古屋 愛知 西野 太翔 神奈川 神奈川 蛯原 大弥 中野第二 東京
島田 麻央 広野 京都 櫛田 育良 宇治 京都 中井 亜美 南行徳 千葉 柴山 歩 立命館宇治 京都

19 43 アイスホッケー 釧路景雲 北海道 全十勝C 北海道 八戸第二 青森 TOKYO 東京

（２校２位）南牧２１点 （２校２位）帯広第七２１点

男子

埼玉栄

青森山田

男子

神村学園

柳井四天王寺

ふたば未来学園 青森山田

美川

日見

青森山田

（関東ブロックで４位以内の入賞者のみ記載）今年度は４位以内の入賞者なし

18

男子
女子

男子

男子
女子

フィギュアスケート

16 30 駅　伝
男子

女子

17 60 スキー
女子

スピードスケート

43

14 52 剣　道

団男

団女

個男

個女

15 52 相　撲
団体

個人

11 52 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ

団男

団女

Ｓ男

Ｓ女

Ｄ男

団女
13 53 柔　道

団男

Ｄ女

12 44 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ
男子

女子

9 53 ソフトテニス

団男

団女

個男

個女

10 53 卓　球

団男

団女

個男

個女

7 51 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ
男子

女子

男子

5 52 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ
男子

女子

52 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
男子

女子

3 53

体操競技

団男

団女

個男

個女

新体操
女団

女個

大阪薫英女学院

令和４年度　全国中学校体育大会成績一覧表

種別 優　　　勝 準　優　勝 ３　　位 ３　（４）　位

2 62

競　泳
男子

女子

飛込競技

陸上競技では種目別、個人選手権方式を採用しているため、団体・総合成績はない

男子

女子

（４校１位）白石１６点 （４校１位）筑波大附属１６点 （４校１位）枚方市立第三１６点 （４校１位）枚方１６点

（３校２位）大砂土１６点 （３校２位）昭和１６点 （３校２位）岩出１６点

4
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