
平成３０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
岡　慎之助 小峠　一真 北川凜太郎 ④中村　天也 ⑤吉田　　求 ⑥田角　敢汰 ⑦築山　翔馬 ⑧平林　　陸

興除（岡山） 寝屋川八（大阪） 紀之川（和歌山） 摂津三（大阪） 大宮（岩手） 松阪中部（三重） 矢向（神奈川） 吉備（岡山）
畠田　千愛 國府方杏月 新山　愛望 ④文堂日南子 ⑤渡部　葉月 ⑥芹田未果子 ⑦宮田　笙子 ⑦蛭海　　和

南成瀬（東京） 大町一（長野） 新曽（埼玉） 青山（愛知） 平針（愛知） 小中台（千葉） 亀岡（京都） 千代（神奈川）
喜田未来乃 前田　奈穂 鈴木　菜巴 堅田　希颯 ⑤末永　柚月 ⑥中村　知花 ⑦椎名　李佳 ⑧須藤　華蓮

坂出（香川） 灘（兵庫） 平岡（兵庫） 塚口（兵庫） 打瀬（千葉） 富雄南（奈良） 白里（千葉） 常葉大附常葉(静岡)
谷垣 佑真 濵田　一輝 三浦　裕大 鈴木　　颯 田原　翔太 原田　春輝 川村　康人 篠原　大樹

愛工大名電(愛知) 愛工大名電(愛知) 河北台（石川） 愛工大名電(愛知) 明豊（大分） 中間東（福岡） 高安（大阪） 浜松修学舎(静岡)
大藤　沙月 小塩　遥菜 中森　帆南 菅澤柚花里 山下菜々美 赤江　夏星 買手　日菜 泉田　和抄

四天王寺（大阪） 稲付（東京） 四天王寺（大阪） 四天王寺（大阪） 浜松修学舎(静岡) 貝塚二（大阪） 札幌大谷（北海道） 和光三（埼玉）
森川・小宮山 高橋・黒坂 喜樂・北爪 菅野・工藤 佐々井・上通 上村・金澤 野口・長 武市・西村
向陽（広島） 芝東（埼玉） 荒砥（群馬） 領家（神奈川） 上郡（兵庫） 松山（埼玉） 芝東（埼玉） 下松（山口）
高橋・青松 山岡鈴・山岡愛 岡田・行田 鈴木・杉本 高橋・紺野 星・小柴 久留・北川 小川・町田

昇陽（大阪） 伯方（愛媛） 大田一（島根） 広島（埼玉） 胆沢（岩手） 昭和学院（千葉） 京都光華（京都） 昭和学院（千葉）
武井　凜生 岩野　滉也 齋藤　　駿 野口　翔平 森口航士朗 丸山　拓海 井上　翔太 岡田啓太朗

猪苗代（福島） 猪苗代（福島） 猪苗代（福島） 埼玉栄（埼玉） 水俣一（熊本） 帯広一（北海道） 埼玉栄（埼玉） 一宮（香川）
吉田・池田 荻原・小林 後藤・田中 宮下・井上 河村・湯浅 浮田・小川 呉・山岡 馬屋原・中嶋

猪苗代（福島） 猪苗代（福島） 浪岡（青森） 埼玉栄（埼玉） 南郷（大阪） 美川（石川） 埼玉栄（埼玉） 鳥取東（鳥取）
杉山　　薫 久湊　菜々 舛木さくら 金廣　真季 猿川　優香 倉島　美咲 中原　　鈴 吉川　天乃

猪苗代（福島） 桜田（愛知） 陽北（栃木） 柳井（山口） 八代二（熊本） 埼玉栄（埼玉） 西大寺（岡山） 総社西（岡山）
小野・田部 大澤・遠藤 佐藤・後藤 八角・加賀谷 押見・桑原 神山・木山 早川・土井 谷川・仁田

猪苗代（福島） 青森山田（青森） ウルスラ英智(宮城) 蓮田南（埼玉） 柏崎東（新潟） 四天王寺（大阪） 上市（富山） 竹来（茨城）
樋口　晃生 顕徳　海利 田中　龍雅 吉田　晴平 大竹　崇太 小林　勇斗 中島　竜生 山下　力也

藤井寺（大阪） 望海（兵庫） 昭栄（佐賀） 行健（福島） 足利一（栃木） 東海大翔洋（静岡） 田島（埼玉） さぬき南（香川）
五十嵐健太 五十嵐雅人 北園　隆道 石本　力也 古川　葉結 天野　武蔵 池田航太郎 野上　涼太

金目（神奈川） 埼玉栄（埼玉） 長尾（大阪） 箕島（和歌山） 二見（兵庫） 忍野（山梨） 高崎箕郷（群馬） 杵築（大分）
後藤　颯太 服部　辰成 工藤　泰輝 藤村　心大 竹市　裕亮 小仲周太郎 稲垣　一也 小幡　礼希

鎌ケ谷二（千葉） 東海大相模(神奈川) 田島（埼玉） 小野（兵庫） 岡崎東海（愛知） 戴星学園（大分） 上小阪（大阪） 日吉台（宮城）
福田　大和 猪瀬　真司 滝本　大翔 花岡　晴琉 樋口　大翔 生井沢悠斗 岡元美乃合 秋田　　伯

松江二（島根） 埼玉栄（埼玉） 楠見（和歌山） 足立（福岡） 香長（高知） 土浦四（茨城） 財部（鹿児島） 田上（滋賀）
平野　蒼空 川村　虎白 長澤　篤希 藤井　孝多 嶌田　有作 松原　咲人 清水　貫汰 小林　開道

金目（神奈川） 米ノ津（鹿児島） 静岡学園（静岡） 御野場（秋田） 芸濃（三重） 田島（埼玉） 中能登（石川） 見川（茨城）
菊池　駿星 片山　　凪 原　　凪人 東郷　丈児 佐久間大輔 木田　敦也 向井　球真 森山　耀介

大成（愛知） 報徳学園（兵庫） 埼玉栄（埼玉） 清水（鹿児島） 鴨川（千葉） 静岡学園（静岡） 天理（奈良） 宮崎日大（宮崎）
中山　　康 長濱　佑飛 平見　　陸 小澤　陸斗 田中　愛斗 村田　貴琉 中嶋　一琉 川村　　航

大成（愛知） 埼玉栄（埼玉） 天理（奈良） 大蔵（福岡） 九州学院（熊本） 御野場（秋田） 鶴見橋（大阪） 京都文教（京都）
入来院大樹 野村　陽光 笠原　勇馬 甲木　　碧 尼田光志朗 高原　大智 尾方　　蓮 入耒　巨助

国士舘（東京） 埼玉栄（埼玉） 香長（高知） 大蔵（福岡） 末武（山口） 崇徳（広島） 天理（奈良） 佐屋（愛知）
百田　久奈 原田　瑞希 藤島　歩未 大久保　藍 菅　なぎさ 山﨑　由依 白金　未桜 北村　蓮味

藤枝順心（静岡） 長洲（大分） 田島（埼玉） 緑ヶ丘（奈良） 今治南（愛媛） 中村（高知） 夙川学院（兵庫） 蘇南（岐阜）
桑田　彩菜 杉森　未咲 宮井　　杏 山中　美里 森岡奈々実 福永　葉子 東　　歩奈 池田　湖音

淑徳（東京） 光陽（福井） 箕島（和歌山） 藤枝順心（静岡） 五條東（奈良） 宮崎日大（宮崎） 曽根（福岡） 田島（埼玉）
小幡　心里 中馬　優衣 白石　雪乃 田方　夢羅 柏野　舞乙 須田　菜月 桐谷　琴華 押切ひなみ

日吉台（宮城） 吉野（鹿児島） 宮崎日大（宮崎） 鏡（熊本） 琴浦（岡山） 田主丸（福岡） 五條東（奈良） 三沢一（青森）
江口　　凜 髙橋　安未 塩原　未々 坪根　和海 久岡　萌生 和田　伊純 杉元　千賀 新井　心彩

生野（大阪） 大成（愛知） 塩尻丘（長野） 福岡（福岡） 港南（愛媛） 五條東（奈良） 松洋（和歌山） 東松山北（埼玉）
杉山　月琉 横山　美幸 濱田　美音 髙橋　瑠奈 渡邊　菜月 舩山　葵音 葛城玲央奈 泰川　寛野

東海大翔洋（静岡） 大成（愛知） 沖学園（福岡） 金目（神奈川） 香長（高知） 上田二（長野） 中広（広島） 沖縄尚学（沖縄）
中本真奈美 矢澤　愛理 髙木　水月 渡邉　天海 石岡　来望 奥井　花奈 星野　七虹 田中　のん

箕島（和歌山） 塩尻丘（長野） 敬愛（福岡） 旭川永山（北海道） 五所川原一（青森） 大成（大阪） 東松山北（埼玉） 西郷（島根）
辻　ななる 八木　彩寧 米夛比　藍 千葉むつみ 本田　万結 山下　朱音 山本　海蘭 髙橋　舞華

高尾台（石川） 吉富（福岡） 阿波（徳島） 北上（岩手） 二見（兵庫） 塩尻丘（長野） 富士学苑（山梨） 牛田（広島）
大高ひかり 新井　万央 杉村美寿希 佐藤こよみ 橋口　茉央 朝原寿天良 椋木　美希 小林　茉央

帝京（東京） 東松山北（埼玉） 広陵（奈良） 鶴岡三（山形） 武雄（佐賀） 箕島（和歌山） 島根高津（島根） 大阪今津（大阪）
鮫島　雅貴 伊東　尚人 長谷川大雅 富永　涼介 小栁　総司 手島　将吾 熊木　隆汰 末永　英大

九州学院（熊本） 大塚（宮崎） 直江津東（新潟） 満濃（香川） 唐津一（佐賀） 星峯（鹿児島） 下館（茨城） 九州学院（熊本）
生出　琴華 井上　心春 猪原　悠月 是川　怜華 和泉陽眺詩 髙松　由來 乾　さくら 松本　開花
菫（大阪） 志布志（鹿児島） 出水（鹿児島） 加古川（兵庫） 加古川（兵庫） 壬生（栃木） 十津川（奈良） 西合志南（熊本）
𠮷井　　虹 大辻　理紀 竹田章一郎 落合　哲也 脇田晃太郎 長村　晃宏 小宮山翔海 手計　太希

焼津港（静岡） 報徳学園（兵庫） 若草（栃木） 鳥取西（鳥取） 伊敷台（鹿児島） 延岡南（宮崎） 大道（東京） 大宮西（埼玉）
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