
平成２２年度　全国高等学校総合体育大会団体入賞校一覧

男 和歌山北 (和歌山) 東大阪大柏原 (大阪) 埼玉栄 (埼玉)

女 東大阪大敬愛 (大阪) 興譲館 (岡山) 園田学園 (兵庫)

男 鯖江 (福井) 清風 (大阪) 埼玉栄 (埼玉)

女 大智学園 (東京) 四天王寺 (大阪) 山陽女 (岡山)

男 神埼清明 (佐賀) 盛岡市立 (岩手) 小林秀峰 (宮崎)

女 佐賀女 (佐賀) 名古屋女大高 (愛知) 東海大二 (熊本)

男 湘南工大付 (神奈川) 豊川 (愛知) 日大豊山 (東京)

女 淑徳巣鴨 (東京) 近大付 (大阪) 春日部共栄 (埼玉)

男 麻布大渕野辺 (神奈川) 福山葦陽 (広島) 幕張総合 (千葉)

女 甲子園学院 (兵庫) 松任 (石川) 芥田学園 (静岡)

水　球 男 福岡工 (福岡) 山形工 (山形) 四日市中央工 (三重)

男 八王子 (東京) 明成 (宮城) 東海大三 (長野) 京北 (東京)

女 札幌山の手 (北海道) 中村学園女 (福岡) 金沢総合 (神奈川) 明成 (宮城)

男 宇部商 (山口) 福岡大附大濠 (福岡) 東洋 (東京) 市尼崎 (兵庫)

女 古川学園 (宮城) 鹿児島女 (鹿児島) 九州文化学園 (長崎) 東九州龍谷 (大分)

男 青森山田 (青森) 野田学園 (山口) 遊学館 (石川) 愛工大名電 (愛知)

女 明徳義塾 (高知) 青森山田 (青森) 四天王寺 (大阪) 正智深谷 (埼玉)

男 上宮 (大阪) 尽誠学園 (香川) 広島翔洋 (広島) 岡崎城西 (愛知)

女 広島翔洋 (広島) 三重 (三重) 高崎健康福祉大高崎 (群馬) 中村学園女 (福岡)

男 北陸 (福井) 瓊浦 (長崎) 不来方 (岩手) 岩国工 (山口)

女 洛北 (京都) 四天王寺 (大阪) 高岡向陵 (富山) 文化女大杉並 (東京)

男 市船橋 (千葉) 滝川二 (兵庫) 桐光学園 (神奈川) 西武台 (埼玉)

男 埼玉栄 (埼玉) 高岡一 (富山) 富岡 (福島) 関東一 (東京)

女 聖ｳﾙｽﾗ学院英智 (宮城) 青森山田 (青森) 埼玉栄 (埼玉) 富岡 (福島)

男 九産大付九州 (福岡) 徳島科学技術 (徳島) 高知工 (高知) 日本文理 (新潟)

女 星野 (埼玉) 佐賀女 (佐賀) 金光藤蔭 (大阪) とわの森三愛 (北海道)

男 鳥取城北 (鳥取) 中部農林 (沖縄) 海洋 (新潟) 鹿児島商 (鹿児島)

男 国士舘 (東京) 東海大相模 (神奈川) 小杉 (富山) 修徳 (東京)

女 淑徳 (東京) 敬愛 (福岡) 高岡龍谷 (富山) 星翔 (大阪)

男 関西 (岡山) 今治西 (愛媛) 江津工 (島根)

女 若狭 (福井) 阿賀黎明 (新潟) 浦和一女 (埼玉)

男 銚子商 (千葉) 小浜水産 (福井) 石巻工 (宮城)

女 今治西 (愛媛) 小浜水産 (福井) 熊本学園大付 (熊本)

男 安房 (千葉) 高千穂 (宮崎) 水戸葵陵 (茨城) 福岡大附大濠 (福岡)

女 筑紫台 (福岡) 阿蘇 (熊本) 大社 (島根) 島原 (長崎)

男 霞ヶ浦 (茨城) 秋田商 (秋田) 浦添工 (沖縄) 飛龍 (静岡)

男 飯能 (埼玉) 八代工 (熊本) 加治木工 (鹿児島)

女 岐阜総合学園 (岐阜) 巨摩 (山梨) 伊保内 (岩手)

男 名古屋 (愛知) 四日市工 (三重) 湘南工大付 (神奈川) 秀明英光 (埼玉)

女 富士見丘 (東京) 園田学園 (兵庫) 柳川 (福岡) 仁愛女 (福井)

A(男子団体) 男 長崎北陽台 (長崎) 富士宮西 (静岡) 修道 (広島)

B（女子団体) 女 富士宮西 (静岡) 千葉東 (千葉) 真岡女 (栃木)

C(種目男子縦走) 男 防府 (山口) 秋田 (秋田) 藤枝東 (静岡)

男 岐南工 (岐阜) 岡山工 (岡山) 作新学院 (栃木)

男 青森工 (青森) 興国 (大阪) 南京都 (京都)

男 石動 (富山) 川薩清修館 (鹿児島) 天理 (奈良) 岐阜総合学園 (岐阜)

女 岐阜各務野 (岐阜) 伊吹 (滋賀) 天理 (奈良) 沼宮内 (岩手)

男 南部工 (沖縄) 明石南 (兵庫) 吉田 (山梨)

男 中村学園三陽Ｃ (福岡) 中村学園三陽Ａ (福岡) 清風Ａ (大阪)

女 碧南Ａ (愛知) 宮古Ａ (岩手) 唐津西Ｂ (佐賀)

男 中村学園三陽 (福岡) 福岡第一 (福岡) 唐津西 (佐賀)

女 唐津西 (佐賀) 宮古 (岩手) 磯辺 (千葉)

男 愛工大名電 (愛知) 和歌山北 (和歌山) 鳥羽 (三重) 埼玉栄 (埼玉)

女 聖霊女短大付 (秋田) 諫早商 (長崎) 羽鳥北 (岐阜) 富山西 (富山)

男 おかやま山陽 (岡山) 佐世保北 (長崎) 横浜創学館 (神奈川) 世田谷学園 (東京)

女 光明学園相模原 (神奈川) 宮崎一 (宮崎) 柏日体 (千葉) 御殿場西 (静岡)

男 大村工 (長崎) 常翔学園 (大阪) 岡山理大付 (岡山)

女 三本木農 (青森) 柏陵 (福岡) 佐世保商 (長崎)

女 知念 (沖縄) 熊本西 (熊本) 南陽 (京都) 沖縄尚学 (沖縄)

男 高田 (大分) 横浜修悠館 (神奈川) 谷地 (山形)

女 坂出 (香川) 谷地 (山形) 豊田南 (愛知)
カヌー

ソフトボール

ソフトボール男子は準決勝・決勝が行われなかったため、4校優勝

フェンシング

空手道

アーチェリー

なぎなた

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ

ヨット

テニス

ＦＪ級ソロ

ＦＪ級ﾃﾞｭｴｯﾄ

登山

自転車

ボクシング

ホッケー

ボート

舵手付
ｸｫﾄﾞﾙﾌﾟﾙ

ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ

剣　道

レスリング

弓　道

相　撲

バレーボール

卓　球

ソフトテニス

ハンドボール

柔　道

水　泳

競　泳

飛　込

バスケットボール

サッカー

バドミントン

１    位 ２     位 ３     位

陸上競技

体操競技

体操競技

新体操競技


