
平成２８年度　全国中学校体育大会成績一覧表
２　個人の部

１ 位 ２ 位
安達　太一 渡邉　向祥 近藤　　衛 ④柴田　浩佑 ⑤土井　陵輔 ⑥松田　治樹 ⑥倉田　玲男 ⑧石井　海成

四街道（千葉） 船橋（千葉） 水無瀬（愛知） 操南（岡山） 御南（岡山） 明洋（和歌山） 花園（千葉） 真備（岡山）
桒嶋　姫子 塙　　颯香 芦川うらら ④遠藤　結菜 ⑤村上　優妃 ⑥新山　愛望 ⑦榊原子侑菜 ⑧坂口　彩夏

新曽（埼玉） 小岩四（東京） 常葉学園（静岡） 第二南砂（東京） 門真五（大阪） 新曽（埼玉） 青山（愛知） 大町一（長野）
大岩千未来 小池　夏鈴 植松　智子 ④山田　愛乃 ⑤花房　優来 ⑥小西野乃花 ⑦安藤　愛莉 ⑦中澤　怜那

高洲一（千葉） 打瀬（千葉） 高松一（香川） 高洲一（千葉） 堀江（千葉） 長岡三（京都） 塩瀬（兵庫） 東村山二（東京）
張本　智和 宇田　幸矢 横谷　　晟 曽根　　翔 戸上　隼輔 宮川　昌大 阿部　悠人 堀川　敦弘

稲付（東京） 稲付（東京） 愛工大附属(愛知) 愛工大附属(愛知) 野田学園（山口） 野田学園（山口） 中間東（福岡） 愛工大附属(愛知)
長﨑　美柚 皆川　優香 相馬　夢乃 藤田　奈子 菅澤柚花里 加藤　麻衣 出雲　美空 藤森　友菜

稲付（東京） 昇陽（大阪） 葛塚（新潟） 横浜隼人(神奈川) 四天王寺（大阪） 武生二（福井） 曙川（大阪） 中間東（福岡）
高木・津田 赤川・山中 濱田・端山 岡安義・岡安龍 佐藤・岩間 森口・曽山 渡辺・内藤 赤羽健・赤羽風

松江四（島根） 上宮（大阪） 中能登（石川） 杉戸（埼玉） 森吉（秋田） 中能登（石川） 上一色（東京） 辰野（長野）
長谷川・立花 河村・永田 徳永・吉川 竹和・保科 佐古・藤城 水澤・冨樫 北本・髙松 杉山・浅見

山陽女子（岡山） 坂祝（岐阜） 山陽女子（岡山） 中之条（群馬） 加木屋（愛知） 築地（新潟） 寺井（石川） 修大附鈴峯(広島)
奈良岡　功大 川本　拓真 後藤　サン 町　　祥英 池端　元哉 高橋　洸士 内野　陽太 李　　　正
浪岡（青森） 亀崎（広島） 猪苗代（福島） 光海（長崎） 北部（熊本） 守恒（福岡） 埼玉栄（埼玉） 大府（愛知）
樋口・百上 鶴岡・安田 毛利・荒木 野田・小室 石飛・奥田 江口・齋藤 樋口・小川 豊口・寺田

埼玉栄（埼玉） 猪苗代（福島） 壮瞥（北海道） 淑徳巣鴨（東京） 海潮（島根） 笹神（新潟） 生目南（宮崎） 亀崎（広島）
染谷　菜々美 木村　百伽 千葉　美采 内山　智尋 金廣　美希 栗原あかり 横内　美海 中田千沙妃

猪苗代（福島） 岐南（岐阜） 猪苗代（福島） 猪苗代（福島） 柳井（山口） 西武台千葉(千葉) 玉穂（山梨） 東明（北海道）
鈴木・大澤 海老澤・佐藤 赤坂・山内 高橋・大澤 鈴木・七宮 日野・西村 吉浦・鍜冶 宮下・杉本

埼玉栄（埼玉） 石岡（茨城） 青森山田（青森） 青森山田（青森） 東明（北海道） 柳井（山口） 美川（石川） 粟野（福井）
草野　直哉 花田　秀虎 志戸　俊輔 岸本　渉利 谷山　隆太 川渕　一意 平野　颯人 矢田　翔大

宇土鶴城（熊本） 西和（和歌山） 八代四（熊本） 飾磨東（兵庫） 伊敷（鹿児島） 犀生（石川） 外旭川（秋田） 中津緑（大分）
東野　一成 鈴木　龍生 相馬　武蔵 吉村　健成 政岡　航大 小川夢希也 岡本　昂大 小阪　優弥

高知（高知） 阿見（茨城） 九州学院（熊本） 高千穂（宮崎） 帖佐（鹿児島） 戸塚（神奈川） 八軒（宮城） 津山（岡山）
柿元　冴月 奥谷　茉子 大嶋友莉亜 笠　日向子 小川　真英 藤田　まな 大西　希望 杉本　咲妃

那珂川北（福岡） 日田東部（大分） 志段味（愛知） 前原西（福岡） 大沼（埼玉） 玉島東（岡山） 幕張本郷（千葉） 潮田（神奈川）
大垣麟太郎 富原　一冴 近藤　秀斗 高桒虎之介 青井　恵和 濱田　泰良 関本　賢太 山城　暁仁

高屋（広島） 京都学園（京都） 戴星学園（大分） 岬（大阪） 丸山（兵庫） 港南（愛媛） 御滝（千葉） 修徳（東京）
田中　龍馬 池﨑　晴登 多田　風太 田中　　祥 倉橋　恭平 城野　琉来 大越　裕貴 望月　心人

昭栄（佐賀） 桜木（熊本） 埼玉栄（埼玉） 長崎南山（長崎） 松江四（島根） 望海（兵庫） 行健（福島） 六角橋（神奈川）
近藤　隼斗 旭　　征哉 唯野　己哲 工藤　大和 白石　　諄 加賀谷優龍 藤井　圭汰 杉野　光星

有田（佐賀） 下根（茨城） 東部（長野） 車力（青森） 八王子五（東京） 大曲（秋田） 望海（兵庫） 埼玉栄（埼玉）
吉岡　正晃 岡田悠之介 中村　将大 溝依　郁人 田中　裕大 布野　大介 前原　　剛 北條　嘉人

鎮西（熊本） 埼玉栄（埼玉） 三雲（三重） 香長（高知） 轟町（千葉） 開星（島根） 国学院栃木(栃木) 大胡（群馬）
吉野　天成 菅原　幸大 岡田　尚樹 宮本　和志 土田　海也 小畑　大樹 金澤　聡瑠 島本真司郎

大原（千葉） 角田（宮城） 田島（埼玉） 九州学院（熊本） 福井工大附(福井) 多良（佐賀） 端江三（東京） 常盤（山口）
井上　太陽 大槻　大志 大竹龍之助 柴田　利樹 竹嶌　真慧 船越　雄斗 小林　翔太 田邉　夢叶

津島（愛媛） 鎮西（熊本） 大成（愛知） 津沢（富山） 京都学園（京都） 北島（徳島） 安田学園（東京） 郡山六（福島）
森　　健心 寺島　悠太 平山　才稀 三浦　啓瑚 佐藤　良平 武内　祐乙 鈴木　直登 岩永　洸輔

松原（福岡） 北辰（石川） 五所川原一(青森) 大成（愛知） 磐梨（岡山） 箕島（和歌山） 四倉（福島） 九州学院（熊本）
斉藤　　立 福永　夏生 山野井　爽 道下　新大 井上　直弥 下橋　颯斗 宮本　聖矢 八木　力斗

上宮（大阪） 大蔵（福岡） 埼玉栄（埼玉） 国士舘（東京） 灘（兵庫） 鷹岡（静岡） 安佐（広島） 京都学園（京都）
河端　　悠 宮城杏優菜 杉森　未咲 桑田　彩菜 坪根　美桜 德丸緋奈乃 宮井　　杏 白石　雪乃

大成（愛知） 沖縄尚学附(沖縄) 光陽（福井） 淑徳（東京） 福岡（福岡） 戴星学園（大分） 箕島（和歌山） 宮崎日大（宮崎）
伊與久桜良 槇原　未来 小幡　心里 野上莉来奈 上倉　舞知 坪根　和海 多田　　薫 大石　　凜

夙川学院（兵庫） 松江四（島根） 日吉台（宮城） 中里（青森） 野沢温泉（長野） 福岡（福岡） 広陵（奈良） 大和（佐賀）
中馬　梨歩 古賀　若菜 山口　さき 髙橋　安未 古谷　真弥 足立　　光 白石　　響 小幡　恵里

吉野（鹿児島） 田主丸（福岡） 田島（埼玉） 大成（愛知） 新潟一（新潟） 小野（兵庫） 天明（熊本） 日吉台（宮城）
藤城　　心 袴田佳名瑚 畑田　暁菜 山﨑　朱音 村上さくら 大西　亜虹 盛内茉彩紀 岡本和香那

堀江（千葉） 浜北北部（静岡） 大成（愛知） 笠間（石川） 長洲（大分） 三雲（三重） 大迫（岩手） 広陵（奈良）
五十嵐　日菜 岡田恵里佳 百田　久佳 武田　優香 中崎　楓菜 山口葵良梨 中越　晧子 石岡　来望

東松山北（埼玉） 広陵（奈良） 藤枝順心（静岡） 大成（愛知） 板野（徳島） 大牟田（福岡） 川下（山口） 五所川原一(青森)
小山　遥佳 本田　詩乃 衣笠裕美子 辻野瑠流伽 渋谷萌々音 瀬戸亜香音 田中　杏子 宮崎　七海

大成（愛知） 中広（広島） 上郡（兵庫） 田主丸（福岡） 天王南（秋田） 茅ヶ崎一(神奈川) 田島（埼玉） 鶴田（青森）
朝飛　真実 松本　りづ 桑形　萌花 佐藤　星麗七 三谷　　桜 大本　真琴 山本　楓花 丸山みかの

六角橋（神奈川） 大成（愛知） 夙川学院（兵庫） 鶴田（青森） 帝京（東京） 鎮西敬愛（熊本） 鏡（熊本） 丸子北（長崎）
米川　明穂 大森　実乗 佐藤　香菜 八巻　衣音 谷地　　望 今村　美優 平野　友萌 外間　　蘭

藤枝順心（静岡） 岡山理大附(岡山) 下京（京都） 安佐（広島） 雫石（岩手） 広陵（奈良） 茅ヶ崎一(神奈川) 沖縄尚学附(沖縄)
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