
令和４年度　県民総合スポーツ大会 兼 高校弓道新人戦

令和４年１０月１日（土）、２日（日）、４日（火）

於．大宮公園弓道場、県立武道館弓道場

　女子団体 本庄高等学校
寄居城北高等学校
東京成徳大学深谷高等学校

　男子団体 所沢北高等学校
坂戸西高等学校

　以上の団体５校が令和５年３月２４日（金）～２６日（日）に青森県武道館特設弓道場で行われる、

第２２回東日本高等学校弓道大会に出場します。なお、女子の東京成徳大学深谷高等学校は前回大会

準優勝による推薦出場となります。

　※今回、個人の上位大会進出はありません。

１ 団体の部（参加女子１３９チーム、男子１３４チーム　予選２立の後に上位３２チームによるトーナメント）※左側が勝ちチーム

女子 男子

１回戦 草加東A ７－３ 鳩ヶ谷Ｂ 坂戸西A ８－２ 深谷商業A

秩父農工科学B ８－５ 伊奈学園総合A 草加西B ８－５ 大宮A

本庄B ５－４ 草加西B 三郷北A ７－３ 川越総合A

大宮光陵B ２－１ 熊谷農業A 深谷第一A ６－５ 所沢北A

川越総合A ５－４ 秋草学園A 浦和B ８－２ 慶應志木A

川口北Ａ ８－２ 正智深谷B 越ケ谷A ８－６ 川口東B

大宮南A ５－３ 春日部女子B 川越B ８－６ 草加東A

山村学園B ５－２ 秩父農工科学A 栗橋北彩A ５－３ 川口市立A

東農大三A ７－３ 坂戸西B 所沢北B ６－４ 草加西A

坂戸西A ６－５ 本庄A 武蔵越生A ５－３ 久喜北陽A

市立浦和A ６－３ 星野A 秩父農工科学A ４－２ 西武文理B

浦和一女A ６－４ 西武文理B 成徳深谷A ８－６ 花咲徳栄B

深谷第一A ６－１ 狭山ヶ丘B 春日部A ８－６ 本庄A

所沢北A ５－３ 大宮光陵A 川口北A ５－３ 坂戸西B

寄居城北A ５－３ 星野B 狭山ヶ丘A ７－４ 浦和学院B

伊奈学園総合B ７－６ 山村学園A 川越A ７－６ 星野A

２回戦 秩父農工科学B ７－５ 草加東A 坂戸西A １０－５ 草加西B

本庄B ５－２ 大宮光陵B 深谷第一A ７－３ 三郷北A

川越総合A ６－１ 川口北Ａ 浦和B ６－６ 越ケ谷A
２－１

大宮南A ５－５ 山村学園B 川越B ９－３ 栗橋北彩A
２－１

坂戸西A ８－８ 東農大三A 所沢北 ９－６ 武蔵越生
２－０

市立浦和 ９－５ 浦和一女 成徳深谷 ５－４ 秩父農工科学

深谷第一 ６－３ 所沢北 春日部 ８－４ 川口北

寄居城北 ４－３ 伊奈学園総合 川越 ９－７ 狭山ヶ丘

３回戦 本庄B ６－２ 秩父農工科学B 坂戸西A １０－８ 深谷第一A

川越総合A ８－６ 大宮南A 川越B ８－６ 浦和B

坂戸西A ５－３ 市立浦和A 所沢北B １１－４ 成徳深谷A

寄居城北A ６－４ 深谷第一A 川越A ８－７ 春日部A

準決勝 本庄B ７－４ 川越総合A 坂戸西A ８－６ 川越B

寄居城北A ４－４ 坂戸西A 所沢北B ７－４ 川越A
２－０

３位決定 坂戸西A ８－４ 川越総合A 川越A １０－７ 川越B

決勝 本庄B ６－５ 寄居城北A 所沢北B ８－５ 坂戸西A



女子入賞

第１位 本庄Ｂ (加川　瑠莉・西川　由渚・神岡　愛伽・細田　香瑚)

第２位 寄居城北Ａ (小峯　叶・久保田　春菜・髙柳　乃愛・石口　愛莉)

第３位 坂戸西Ａ (木村　莉桜・寒河江　涼菜・小原　沙羅・富田　優)

第４位 川越総合Ａ (河井　美沙希・𠮷村　瞳来・梅村　優月姫・古谷野　真美)

第５位 大宮南Ａ (井川　紬・松下　和佳奈・竹内　楓・玉村　真奈)

第６位 深谷第一Ａ (金田　叶望・福田　明香里・平岡　稚菜・奈良　美南)

第７位 市立浦和Ａ (小芦　仁衣菜・村上　純奈・佐藤　百花・林　杏珠)

第８位 秩父農工科学Ｂ (江川　愛里・奥山　結衣・川合　菜花・茂木　美希)

男子入賞

第１位 所沢北Ｂ (関口　湧大・林　朝輝・安井　彰吾・豊木　敬太)

第２位 坂戸西Ａ (宮下　雄琉・小林　諒・川端　歩武・松尾　映輝)

第３位 川越Ａ (歌代　温・金井塚　渉・木川　嘉隆・髙橋　爽太朗)

第４位 川越Ｂ (門脇　健太・宮﨑　幹大・岡田　樹也・松本　花陽)

第５位 深谷第一Ａ (尾髙　翔輝・大井　涼蒼・門倉　千寿・須藤　琢磨)

第６位 春日部Ａ (亀田　将・中野　拓海・鷹野　紘大・大野　勇輝)

第７位 浦和Ｂ (樋口　慶・岡田　紬希・鈴木　晶太郎・工藤　僚真)

第８位 成徳深谷Ａ (倉冨　幸宙・鈴木　悠・市川　智康・田沼　日向)

※５～８位は３回戦敗退時の的中数により決定。同中の場合、予選からの累計的中数により決定。

なお、女子の本庄は初優勝、東日本大会へ初出場。寄居城北は東日本大会へ２回目の出場。

　　　男子の所沢北は初優勝、東日本大会へ初出場。坂戸西は東日本大会へ３回目の出場。

２ 個人の部（参加女子４２５名、男子４１１名）１人８射

女子 男子

第１位 谷戸　清香 東京農業大学第三高等学校 ８中 第１位 宮下　雄琉 坂戸西高等学校 ７中

第２位 平峰　希美 草加西高等学校 ７中 第２位 金井　大和 久喜北陽高等学校 ７中

第３位 須藤　栄佳 大宮東高等学校 ７中 第３位 中嶋　優弥 坂戸西高等学校 ７中

第４位 河井　美沙希 川越総合高等学校 ７中 第３位 藤原　拓真 川口市立高等学校 ７中

第５位 永嶋　まい花 星野高等学校 ６中 第３位 早乙女　純生 草加西高等学校 ７中

第５位 飯塚　紅桜 伊奈学園総合高等学校 ６中 第６位 島田　康暉 狭山ヶ丘高等学校 ７中

第７位 島田　真名 久喜高等学校 ６中 第７位 小林　諒 坂戸西高等学校 ７中

第８位 山田　夏結 山村学園高等学校 ６中 第７位 歌代　温 川越高等学校 ７中


