
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位
松田　琴愛  中2 田熊　紗也  中1 保村　咲那  中1 岡田　麻希  中1 佐藤　朱莉  中2 遠藤　有紗  中2 平尾　仁理  中2 塚田　陽菜  中1 有浦　　咲  中1 山口　紗英  中1

鴻巣 さいたま日進 越谷北陽 さいたま日進 鴻巣北 鶴ヶ島藤 さい大宮東 北本西 熊谷江南 越谷大相模
26.88 27.07 27.21 27.71 27.99 28.26 28.28 28.42 28.46 28.76

大会新
油井　美波  中1 溝下あいこ  中2 板谷久瑠実  中2 田中　彩愛  中2 掛札　彩乃  中1 井上　真緒  中2 関根千桜里  中1 横山　蕾美  中2 霜田　芽生  中2 小峯かなみ  中1

伊奈 川越西 越谷北陽 越谷栄進 北本 さいたま宮原 吉川中央 越谷光陽 さいたま田島 三芳藤久保
59.15 59.89 1:00.50 1:01.51 1:02.68 1:03.61 1:03.87 1:04.07 1:04.78 1:05.13

面高　わこ  中1 各務こころ  中2 伊藤　瑠花  中1 藤井　花音  中2 石田　茉稟  中2 富田　花怜  中1 星　　苺花  中2 矢部　心音  中1 松尾　怜采  中2 増井　椛絵  中1
さいたま土合 越谷北陽 桶川東 所沢向陽 聖望学園 蕨第一 鴻巣 北本 草加新田 久喜鷲宮東

2:11.67 2:11.73 2:13.31 2:13.58 2:16.74 2:17.50 2:17.95 2:21.43 2:21.64 2:22.97

藤倉　来羽  中2 吉原　優花  中1 藤井　結衣  中1 神谷　　雫  中1 山田　利華  中1 足立　優希  中1 遠藤　早織  中2 三村　夏月  中2 平山　緋音  中2 竹之内美桜  中1
加須昭和 富士見西 川口戸塚西 富士見勝瀬 ふじみ野大井 さいたま植竹 鴻巣 坂戸千代田 さいたま宮原 川口安行
4:37.34 4:43.34 4:45.23 4:47.72 4:47.87 4:48.05 4:51.13 4:51.28 4:52.57 5:01.57

笠原　未咲  中1 清水　瑠華  中1 入江　　愛  中2 戸張　真子  中1 関野　心葉  中1 吉泉　蘭夏  中2 中西　音乃  中2 弦間　　睦  中1 松百　彩花  中2 田村　悠衣  中2
加須北 上尾 ふじ大井東 越谷北陽 春日部緑 春日部南 さいたま城北 上尾 入間東金子 桶川
30.13 31.70 31.83 32.67 32.77 33.16 33.81 33.90 34.26 34.98

長島　光花  中2 仲　紗友菜  中1 小輪瀬　桃  中1 井上　美結  中2 森田　珠々  中2 三井　香穂  中1 佐藤　小雪  中1 熊野　麗奈  中1 廻谷はるか  中2 宮本　愛弥  中2
さい与野西 春日部大増 毛呂山 さいたま常盤 新座第五 越谷大袋 さいたま内谷 春日部共栄 東松山東 越谷東

1:05.81 1:11.86 1:11.96 1:13.76 1:13.82 1:15.86 1:16.99 1:17.23 1:17.66 1:20.94

井出　柚紀  中2 田島ありす  中2 石川　愛徠  中2 木島　幸乃  中1 真柄　千寿  中2 坂本　愛茉  中1 山口　紗愛  中1 髙野　結衣  中1 山根　莉緒  中1 竹之内理彩  中2
川越城南 さい与野東 加須騎西 さいたま常盤 さい大宮北 越谷栄進 上尾瓦葺 東松山南 所沢 川越大東西
2:19.38 2:19.96 2:27.65 2:28.01 2:32.69 2:32.79 2:33.72 2:35.31 2:36.13 2:38.92

葉山　愛奈  中1 坂下　　葵  中2 金井　咲麗  中2 高橋枇衣那  中1 小澤萌々夏  中2 西沢　涼乃  中2 山崎　真子  中2 宮田　　遥  中2 笠井　海羽  中1 中西　　凛  中1
春日部共栄 春日部 桶川 鶴ヶ島藤 開智 草加新栄 さいたま日進 春日部共栄 朝霞第一 さいたま城北

35.60 37.15 37.35 37.70 38.34 38.35 40.28 41.06 41.11 42.12

鈴木　瑠華  中1 橋本　寧々  中1 坂本　莉瀬  中1 多田　純香  中2 高橋　佑奈  中2 平沼　瑛菜  中2 井上　　綺  中2 齋藤　麻耶  中1 緒方　美咲  中2 上田　奏音  中1
富士見西 さいたま春里 坂戸若宮 狭山堀兼 春日部共栄 埼玉栄 越谷千間台 蓮田 さい第二東 坂戸若宮
1:15.33 1:17.92 1:19.77 1:20.41 1:22.56 1:23.09 1:23.84 1:24.02 1:24.08 1:24.95

米田妃那乃  中2 森　日満里  中1 田尻真奈香  中2 塚原亜依菜  中1 大野　莉歩  中2 島　　菜月  中1 鈴木　佑奈  中2 ﾍﾞﾘｰｲﾌﾞﾗﾋﾑ  中1 太田　優奈  中2
上尾瓦葺 熊谷富士見 さい東浦和 さいたま植竹 星野 富士見勝瀬 川口元郷 川口芝 川口芝東
2:48.47 2:51.88 2:56.35 3:00.91 3:07.78 3:12.85 3:18.87 3:21.96 3:36.96

森　　香乃  中2 長部　美羽  中1 小金澤花璃  中2 岡本　実緒  中1 安藤　皐月  中2 須永菜々心  中2 網代　由祈  中1 木戸　優杏  中1 宮本　愛歌  中2 野口　彩音  中2
北本 川口東 越谷栄進 さいたま内谷 飯能奥武蔵 越谷栄進 狭山入間川 さい与野東 草加瀬崎 草加新栄
27.91 30.22 30.24 30.25 31.10 31.12 31.15 31.23 31.42 31.44

大会新
由本　紅葉  中2 伊藤　李夏  中2 吉村　陽愛  中2 豊田　宙未  中1 川内　鳳桜  中1 井上　実咲  中2 綿村　芽依  中2 橋本　莉那  中1 吉岡　茉紘  中1 相良　双葉  中1

川口南 所沢 新座第四 さい与野南 春日部共栄 さいたま植水 北本宮内 さい美園南 三郷南 所沢安松
1:05.61 1:05.74 1:08.27 1:08.94 1:09.07 1:09.61 1:10.17 1:10.45 1:10.71 1:12.00

西田　琉莉  中2 石井　唯花  中2 佐藤菜々美  中2 中谷　陽香  中1 笹目　和奏  中2 矢島香月葉  中2 齊藤　史栞  中2 小泉　千紗  中2 西川　知里  中1 小野上愛莉  中2
戸田喜沢 さいたま宮原 本庄東 富士見本郷 蓮田 加須東 坂戸若宮 草加瀬崎 川越城南 蓮田黒浜
2:24.86 2:25.00 2:27.21 2:27.76 2:28.23 2:31.33 2:42.13 2:42.31 2:42.47 2:42.64
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令和4年度埼玉県新人体育大会兼県民総合スポーツ大会 2022/9/7～9/8 会場：川口市青木町公園総合運動場プール

【女子決勝】



1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位

令和4年度埼玉県新人体育大会兼県民総合スポーツ大会 2022/9/7～9/8 会場：川口市青木町公園総合運動場プール

【女子決勝】
髙山　紫妃  中2 菅　　七海  中1 藤本友莉菜  中1 岩﨑　天琉  中1 大木　　心  中1 仁木　咲愛  中1 大星みもも  中1 町田　葉月  中1 木平有美香  中1 彼島　　凜  中1

川口上青木 川口幸並 上尾瓦葺 川越東 さいたま植竹 さいたま原山 春日部共栄 川越城南 富士見西 秩父影森
2:23.42 2:26.07 2:26.96 2:28.88 2:33.95 2:35.05 2:37.38 2:38.23 2:44.22 2:44.94

松倉　彩花  中1 江川　諒花  中1 小瀧　寧々  中2 高谷　陽愛  中1 武藤　真礼  中2 白井　捺愛  中1 宮崎　由蘭  中2 吉羽　寧々  中1 木下　奏良  中1 笠原優里杏  中2
さいたま田島 さいたま土合 越谷武蔵野 吉川 深谷岡部 都幾川 さいたま植竹 川口北 上尾 川越高階西

5:05.95 5:22.49 5:35.77 5:38.64 5:39.18 5:45.00 5:45.39 5:46.19 5:50.79 5:57.66

越谷北陽  中 越谷栄進  中 春日部共栄  中 さいたま宮原  中 さいたま植竹  中 草加瀬崎  中 熊谷富士見  中 桶川  中 上尾大石  中 川口南  中
板谷久瑠実  中2 田中　彩愛  中2 大星みもも  中1 井上　真緒  中2 足立　優希  中1 宮本　愛歌  中2 稲村　杏奈  中2 金井　咲麗  中2 奥谷　　心  中2 倉田　新愛  中2
各務こころ  中2 多部　柚音  中1 川内　鳳桜  中1 金子　梨乃  中1 大木　　心  中1 小泉　千紗  中2 青木　日香  中1 田村　悠衣  中2 坂本　碧葉  中1 佐々木初音  中1
戸張　真子  中1 大嶋　桜子  中1 葉山　愛奈  中1 平山　緋音  中2 宮崎　由蘭  中2 深沢　瑠花  中2 森　日満里  中1 引間　莉愛  中1 津田　菜摘  中2 山本　侑茉  中2
保村　咲那  中1 小金澤花璃  中2 熊野　麗奈  中1 石井　唯花  中2 塚原亜依菜  中1 小山　悠来  中2 小畑　美南  中1 角谷　理緒  中1 玉木　彩月  中2 由本　紅葉  中2

1:51.83  Fin. 1:55.06  Fin. 1:58.37  Fin. 1:58.80  Fin. 1:59.01  Fin. 2:00.55  Fin. 2:00.59  Fin. 2:00.86  Fin. 2:01.07  Fin. 2:05.03  Fin.
大会新

27.87  1st. 27.68  1st. 29.62  1st. 29.40  1st. 28.41  1st. 29.92  1st. 29.47  1st. 29.24  1st. 30.26  1st. 32.98  1st.

越谷北陽  中 越谷栄進  中 春日部共栄  中 さいたま植竹  中 さいたま宮原  中 熊谷富士見  中 上尾大石  中 草加瀬崎  中 川口北  中 川口南  中
戸張　真子  中1 坂本　愛茉  中1 熊野　麗奈  中1 足立　優希  中1 平山　緋音  中2 小畑　美南  中1 奥谷　　心  中2 宮本　愛歌  中2 鈴木　円佳  中1 由本　紅葉  中2
板谷久瑠実  中2 田中　彩愛  中2 葉山　愛奈  中1 塚原亜依菜  中1 渡邉のどか  中2 森　日満里  中1 玉木　彩月  中2 小山　悠来  中2 吉羽　寧々  中1 佐々木初音  中1
保村　咲那  中1 須永菜々心  中2 川内　鳳桜  中1 大木　　心  中1 石井　唯花  中2 青木　日香  中1 坂本　碧葉  中1 小泉　千紗  中2 大杉　美玖  中1 倉田　新愛  中2
各務こころ  中2 小金澤花璃  中2 大星みもも  中1 宮崎　由蘭  中2 井上　真緒  中2 稲村　杏奈  中2 津田　菜摘  中2 深沢　瑠花  中2 小山田汐音  中1 山本　侑茉  中2

4:44.18  Fin. 4:47.10  Fin. 4:55.33  Fin. 4:56.08  Fin. 5:01.61  Fin. 5:02.32  Fin. 5:09.62  Fin. 5:11.38  Fin. 5:21.84  Fin. 5:24.18  Fin.

1:12.82  1st. 1:11.57  1st. 1:19.19  1st. 1:15.94  1st. 1:15.58  1st. 1:20.71  1st. 1:13.10  1st. 1:13.33  1st. 1:23.07  1st. 1:11.94  1st.

越谷北陽 越谷栄進 春日部共栄 さいたま植竹 さいたま宮原 熊谷富士見 上尾瓦葺 富士見西 さいたま土合 さいたま日進

56.0 45.0 44.0 32.0 28.0 17.0 16.0 15.0 15.0 14.0
（同8位）

※同得点の場合は、リレー種目の上位、入賞者数、1位の人数（以下、2位～8位の人数）で順位決定。それでも決定しない場合は、同順位。
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