
全国高校選抜大会埼玉県代表校成績一覧

回 関東選抜 出場校 全国大会 全国選抜

数 会場 （顧問） 結果 会場
松　山　高 大沢　　 彰 渡辺慶一郎 小林　久夫 斉藤　敏重

（山岸陽造） 秋山　尚之 田中　　  進 小林　勝次 山本　高史
松　山　高 渡辺慶一郎 小野沢範久 下里　義行 高瀬　　 啓

（村上　 進） 小林　　　進 鈴木　隆宏 滝口　 　武 伊藤　貴史
川　口　高 宇佐見仁一 村田　 浩之 小林　 憲一 大見山琢生

（蒲地　 隆） 高橋   　誠 内田　 秀樹 花木　 正彦 広井　  　智
滑　川　高 藤崎　和幸 栗島　 正明 本橋　 善行 布施　 弘之

（山岸陽造） 小野沢克美 神部　 　 透 樺沢　 克行 奥山　 浩之
滑　川　高 布施　 弘之 本橋　 善行 長谷部正巳 高野　 和敏

（坂本次夫） 奥山　 浩之 小野沢克美 山田　 恭敬 小熊　 正明
松　山　高 町田　　 進 木村　 元宣 加部　 匡高 柳沢　 　 弘

（村上　 進） 小林 　　強 田中　 勝之 斎藤　 宏治 野口　 直樹
松　山　高 町田　　 進 加部　 匡高 神田浩一郎 森　　　裕行

（村上　 進） 中嶋　 真世 斎藤　 宏治 鈴木　 浩記 砂生　 辰彦
滑　川　高 田中　 秀樹 三谷 　 　潔 小山　 和政 矢沢 　貴弘

（小川　　彰） 奥隅　 正人 矢野　 和宏 吉田　　　稔 斉藤　 靖孝
松　山　高 佐藤 　　 剛 田島　 靖洋 宮下　 光晴 浅倉　　　隆

（加藤芳夫） 藤木　 慎二 袴田　　  健 羽賀　 龍人 栗田　 秀人
松　山　高 宮下　 光晴 林　 嘉津男 谷口　 達彦 伊藤　 孝行

（加藤芳夫） 岡本　 信之 江口　 功一 亀屋　 俊彦 福田　　　肇
川　越　高 山下　　　満 吉田　 正光 亘　　　玄人 大川　 智博

（深沢一博） 深民　 浩司 東海　 暢男 森田　 恭弘 綱川　 隆司
私　越　生 根岸　 茂友 増住　 公俊 榎本 　成信 原田　 浩司

（松村正俊） 松本　 孝一 里見　　　隆 桜井　 克己 森田　　　学
上　尾　高 中島　 一人 田村　 一陽 小山　　　晃 佐藤　 武光
（斎藤　修） 井戸田克也 石井　　　修 三浦　　　卓 坂中　 輝行
松　山　高 松尾田昭人 内布　　　誠 小笠原一秋 服部　 知博

（加藤芳夫） 鈴木　 健司 矢島　 直道 神田 　雅貴 稲村　 正之
川　越　東 北原　　　茂 田中栄次郎 千葉　 隆裕 榎本　　　朗

（佐々木朗） 北川　　　薫 鈴木繁次郎 林　　　正治 簾　　　善明
川　越　東 北原　　　茂 望月　 貴行 円谷　 剛史 矢部　 純一

（佐々木朗） 北川　　　薫 石井　 貴之 新井　 敏行 小島　 直樹
私　越　生 染谷不二男 小林　　　晃 中田　 和之 山口　 直樹

（松村正俊） 井本　 義夫 吉沢　 淳一 佐々木俊夫 矢作　 竜一
私　越　生 橋本雄一郎 福原　 義人 小林祐次郎 大川　 正人

（松村正俊） 佐々木俊夫 田中　 淳一 矢作　 竜一 吉沢　 直人
上　尾　高 河合　 峰大 新谷　 英治 清水　 祐輔 川野　 高司
（斎藤　修） 牛田　 将人 関　　　 　聡 津村　 健一 宗田　　　学
川　越　東 野田　 唯志 森　　　大輔 安藤　　　悟 金子　 陽介

（佐々木朗） 笠間　 崇史 仲　　　史晃 関根　　　充 谷内　　　健
上　尾　高 岸　　　義典 藤木　 修平 清水　 徹郎 首藤　 義治
（斎藤　修） 高松　 隆士 福地　　　隆 斎藤　　　潤 小西　 敏弘
上　尾　高 清水　 徹郎 首藤　 義治 下城　 伸也 伊藤　　　誠
（斎藤　修） 高松　 隆士 野沢　　　旭 小西　 敏弘 柴田　 伸和
上　尾　高 下城　 伸也 伊藤　　　誠 倉田広太郎 池田　 裕俊
（大塚　隆） 柴田　 伸和 伊藤　　　実 菊地　 貴樹 新井　 直也
松　山　高 田村淳一郎 元田　貴志 吉田　　 力 林 　　大輔

(小野沢範久) 中島　拓郎 清水　 　聡 谷澤　啓司 小島　圭司
上　尾　高 林　　 博之 菅野　創世 小松　孝徳 河野　裕一
（大塚　隆） 関山　良臣 細野　悠介 佐川　徳弘 細谷　享平
松　山　高 篠澤　将巳 橋本　道和 小島　雄介 村田　 　隆

(小野沢範久) 高橋　貴史 高橋　卓斗 石井　祐司 我妻　雄太
松　山　高 村田 　　隆 赤沼　大輔 初島　雅之 岩崎 　　寛

(小野沢範久) 奥野　 裕貴 深澤　秀雄 石井　佑司 我妻　雄太
上　尾　高 山本　幹雄 牛間木貴宣 田村　亮人 上野　 　洋
（大塚　隆） 田島　慎一 渡辺　 　亮 齋藤　知大 諏訪　正和

名古屋28 平14 東京 優　勝 Best162002

　※　関東選抜大会で色が塗られていないのは予選通過できなかったことを示す。
　※　全国大会の欄で×印は、関東選抜大会で予選通過できず、全国大会出場できなかったことを示す。

名古屋

27 平13 東京 優　勝 Best16 名古屋

26 平12 東京 第２位 Best162000

2001

名古屋

25 平11 東京 優　勝 Best16 名古屋

24 平10 東京 第３位 １回戦1998

1999

名古屋

23 平９ 東京 第５位 Best16 名古屋

22 平８ 東京 優　勝 Best161996

1997

名古屋

21 平７ 群馬 第２位 Best16 名古屋

20 平６ 栃木 第２位 Best161994

1995

名古屋

19 平５ 山梨 第２位 １回戦 名古屋

18 平４ 神奈川 第２位 １回戦1992

1993

名古屋

17 平３ 茨城 第５位 × 名古屋

16 平２ 千葉 第５位 ×1990

1991

名古屋

15 平１ 東京 第２位 １回戦 名古屋

14 昭63 埼玉 第５位 ×1988

1989

名古屋

13 昭62 群馬 第５位 × 名古屋

12 昭61 山梨 第５位 ×1986

1987

名古屋

11 昭60 栃木 第３位 １回戦 名古屋

10 昭59 神奈川 第３位 Best161984

1985

名古屋

9 昭58 茨城 第２位 Best16 名古屋

8 昭57 千葉 第３位 １回戦1982

1983

岐阜・大垣

7 昭56 埼玉 優　勝 Best８ 埼玉・上尾

6 昭55 群馬 第５位 ×1980

1981

優　勝 Best８ 東　京

4 昭53 東京 第２位 １回戦1978

1979

1 昭50 東京 第２位 Best８ 京　都

男　　　　子　　　　選　　　　手　　　　名
関東選抜

成績
年　度

1975

東　京

3 昭52 東京 第５位 × 東　京

2 昭51 東京 第３位 第３位1976

1977

大　阪

5 昭54 東京



全国高校選抜大会埼玉県代表校成績一覧

回 関東選抜 出場校 全国大会 全国選抜

数 会場 （顧問） 結果 会場
川　越　東 清水　紀俊 松浦　孝亮 岩崎　義範 久恒　尚史

（佐々木朗） 鷲宮　宅哉 小川　　 竜 下田　　 彬 堀口　恒平
武蔵越生 野口　雄史 蛭間　佑太 外川　昭太 小川　晃佳

（松村正俊） 堀川　達郎 安藤　知了 牧野　　　俊 和田　雄樹
大宮開成 砂川　雄揮 細井　大輔 宮崎　真司 大谷　準己

（川島優佳） 五十嵐健悟 瀬尾　達也 本多　祥吾
武蔵越生 外川　昭太 御前　 　明 小川　晃佳 石井　勇介

（松村正俊） 牧野　　 俊 矢野龍太郎 和田　雄樹 笠原　哲志
川　越　東 清水　美彰 川合　翔二 南　　駿吾 森田　耕平

（佐々木朗） 下道　秀真 白戸　将道 千野　秀章 香取　大典
上　尾　高 伊藤　考哉 長島　祐斗 大城戸宏和 笠井　将貴
（大塚　隆） 鈴木　大介 飯山　佳祐 益田　宜忠 高田　康雄
武蔵越生 辺見　龍太 鈴木　幸太 高杉　祐也 佐藤　健太

（松村正俊） 清水　勇人 半澤　祐樹 土屋　智志 牛田　　 匠
川　越　東 森田　耕平 須田　光紫 松永　悠里 篠原吉之助

（佐々木朗） 下道　秀真 橋本　　 悠 石田　　 淳 田嶋　 　翔
松　山　高 長谷部翔馬 岡田　雅哉 秋吉　聡一 佐々木　亮

（山下成巳） 石川　 　亮 足立　祥平 峰島　　 駿 浅見　和也
上　尾　高 長島遼太朗 下山　料季 塩原　和真 中山　裕貴
（大塚　隆） 西埜　巧祐 大久保功輝 金子　建太 五十嵐拓也
武蔵越生 中島　悠真 足立　賢治 榎本　直也 黒川　裕麻

（松村正俊） 中島　駿輔 田中　成生 伊藤　悠史 浅野　友宏
松　山　高 栗林　拓也 佐久間俊文 秋元　佑太 小川　隼介

（小室靖史） 峰島　　 駿 大門 　将太 浅見　和也 田中　博洋
武蔵越生 中島　悠真 足立　賢治 黒川　裕麻 田中　佑樹

（松村正俊） 二宮　佑一 神部　亮太 石川　貴也 山田健太郎
松　山　高 小川　隼介 秋元　佑太 飯田　大生 関口　祥平

（小室靖史） 田中　博洋 林　　 佑樹 加藤　煕一 畑　　 佑允
松　山　高 飯田　大生 関口　祥平 及川　裕之 浅見　周平

（小室靖史） 加藤　煕一 林　　 佑樹 永田昌太朗 中村　晃平
武蔵越生 高橋　周智 渡辺　飛太 中島　章文 石川　翔太

（松村正俊） 神部　亮太 濱田　正輝 山田　誠也 牧野　佑大
松　山　高 高木　雄生 矢島　俊明 福嶋　直輝 福島　　亮

（小林久夫） 中村　晃平 田中　一輝 井山裕太郎 上野　　椋
武蔵越生 中島　偉吹 戸田　寛貴 中島　章文 高橋　周智

（松村正俊） 小野　勇希 能見　恭輔 島田　歩夢 山田　誠也
川　越　東 高橋佑二郎 近藤　翔馬 川辺　　駿 堀口　大輔

（佐々木朗） 秋山　周平 上西　宇哉 永　　祥吾 溝井　友喜
武蔵越生 中島　偉吹 戸田　寛貴 戸田　和貴 黒川　真夢

（松村正俊） 小野　勇希 能見　恭輔 市川　賢汰 小野　英雄
武蔵越生 島田　裕太 高田遼太郎 高橋　　純 川田　巧巳

（松村正俊） 吉野　良平 高洲　巧巳 上野　泰寛 島田　知哉
松　山　高 高橋　圭介 新保　一磨 中島　僚太 西條 　　惟

（小林久夫） 豊田　裕基 佐藤　志音 大熊　修平 大政　公佑
松　山　高 高橋　圭介 中島　僚太 人見　亮太 千崎　祥平

（小林久夫） 伊東　大裕 大熊　修平 橋本　秀真 寺下　博貴
武蔵越生 本田　　 渉 慶留間　鴻 高橋　　純 西國　寛章

（松村正俊） 上野　泰寛 川上　徹郎 小原澤　蔵 田中　雄大
武蔵越生 本田　　 渉 中島　翔太 梶井　雄生 織裳　大地

（松村正俊） 田中　雄大 齊藤　侑真 小原澤　蔵 内田　有亮
松　山　高 永田　智輝 人見　亮太 橋本　和真 新保　卓樹

（小林久夫） 橋本　秀真 伊東　大裕 高木　将生 小山　 　慶

名古屋42 平２８ 2016

名古屋

第３位
41 平２７ 東京

第２位

名古屋

第３位 １回戦
40 平２６ 茨城

１回戦 ×
2014

2015

名古屋

１回戦 ×
39 平2５ 東京

第３位

名古屋

第２位
38 平2４ 群馬

第５位
2012

2013

名古屋

１回戦 ×
37 平2３ 東京

２回戦 ×

名古屋

１回戦 ×
36 平2２ 栃木

第５位
2010

2011

名古屋

第３位
35 平2１ 東京

優　勝

名古屋

第３位 １回戦
34 平20 埼玉

１回戦 ×
2008

2009

名古屋

１回戦 ×
33 平19 東京

第２位 １回戦

名古屋

第５位 １回戦
32 平18 山梨

第２位 １回戦
2006

2007

名古屋

１回戦 ×
31 平17 東京

第３位 １回戦

名古屋

２回戦 ×

2005

第５位 Best16

30 平16 千葉
第５位 １回戦

29 平15 東京
１回戦 ×

名古屋2003

2004

年　度 男　　　　子　　　　選　　　　手　　　　名
関東選抜

成績



全国高校選抜大会埼玉県代表校成績一覧

回 関東選抜 出場校 全国大会 全国選抜

数 会場 （顧問） 結果 会場

名古屋47 平３３ 東京

名古屋46 平３２ 2020

2021

名古屋45 平３１ 東京

名古屋44 平３０ 2018

2019

名古屋43 平２９ 東京2017

年　度 男　　　　子　　　　選　　　　手　　　　名
関東選抜

成績


