埼玉県立坂戸西高等学校

令和 3 年度

部活動実績
7 月 12 日現在

バレーボール（男子）
関東大会埼玉県予選会 ﾍﾞｽﾄ 8 関東大会出場！
関東大会 1 回戦 坂戸西 2-0 駿台甲府
2 回戦 坂戸西 0-2 霞ヶ浦
全国高校総体埼玉県予選会 ﾍﾞｽﾄ 8
バレーボール（女子）
関東大会埼玉県予選会
ﾍﾞｽﾄ 32
インターハイ埼玉県予選会 ﾍﾞｽﾄ 32
バスケットボール（男子）
関東大会埼玉県予選 ﾍﾞｽﾄ 16
インターハイ埼玉県予選会出場
バスケットボール（女子）
西部支部春季大会 県大会決定戦進出
西部支部夏季大会 県大会決定戦進出
陸上競技
学校総合体育大会西部地区大会
県大会出場多数、男子総合優勝
学校総合体育大会埼玉県大会
(女子) 高跳び(渡辺)、やり投げ(目黒)
(男子) ８種競技(竹島)、400mH(櫻井)、4×400R
(櫻井・田中・小林・高橋・関原・中島)、
走り幅跳び(吉岡・地野)、ﾊﾝﾏｰ投げ(長谷川・
木島)、砲丸投げ(木島)、円盤投げ(三上)
関東大会出場！ 男子総合 2 位
学校総合体育大会関東大会 男子総合 8 位
8 種競技 2 位（竹島）
、400mH 6 位 （櫻井）、
走り幅跳び５位（吉岡）、ﾊﾝﾏｰ投げ４位（長谷川）
上記４名 インターハイ出場！

卓球（男子）
学校対抗：第 2 位 県大会出場
ｼﾝｸﾞﾙｽ：7 名 県大会出場
ﾀﾞﾌﾞﾙｽ：4 ﾍﾟｱ 県大会出場
関東予選県大会 学校対抗：ﾍﾞｽﾄ 8
ﾀﾞﾌﾞﾙｽ：ﾍﾞｽﾄ 16
ｼﾝｸﾞﾙｽ：ﾍﾞｽﾄ 32
インターハイ予選県大会 学校対抗：ﾍﾞｽﾄ 8
ﾀﾞﾌﾞﾙｽ：ﾍﾞｽﾄ 8（1 ﾍﾟｱ）
、
ﾍﾞｽﾄ 16（1 ﾍﾟｱ）
ｼﾝｸﾞﾙｽ：ﾍﾞｽﾄ 32（2 名）
国体ｼﾞｭﾆｱ予選 ｼﾝｸﾞﾙｽ：ﾍﾞｽﾄ 16（1 名）、
ﾍﾞｽﾄ 32（１名）
西部地区大会

卓球（女子）
西部地区大会

学校対抗：優勝
ｼﾝｸﾞﾙｽ：ﾍﾞｽﾄ 8･16･32
ﾀﾞﾌﾞﾙｽ：ﾍﾞｽﾄ 8･16
関東予選県大会 学校対抗：ﾍﾞｽﾄ 8
ﾀﾞﾌﾞﾙｽ：ﾍﾞｽﾄ 16
インターハイ県予選大会 学校対抗：ﾍﾞｽﾄ 16
ｼﾝｸﾞﾙｽ：ﾍﾞｽﾄ 32
ﾀﾞﾌﾞﾙｽ：ﾍﾞｽﾄ 32
国体ｼﾞｭﾆｱ予選 ｼﾝｸﾞﾙｽ：ﾍﾞｽﾄ 64
ソフトボール
関東高等学校埼玉県予選
ﾍﾞｽﾄ 32
学校総合体育大会埼玉県予選会 ﾍﾞｽﾄ 64
ソフトテニス（男子）
関東大会西部地区予選会
個人：ﾍﾞｽﾄ 8 6 ﾍﾟｱ県大会出場
関東大会県予選会 個人：ﾍﾞｽﾄ 16（渡部・大澤ﾍﾟｱ）
関東大会出場！
団体：ﾍﾞｽﾄ 16
関東大会 １回戦突破
インターハイ県予選会 個人：4 ﾍﾟｱ出場
団体：ﾍﾞｽﾄ 8 入賞
ソフトテニス（女子）
関東大会西部地区予選会
個人：ﾍﾞｽﾄ 32 3 ﾍﾟｱ 県大会出場
関東予選県大会 団体：1 回戦突破
個人：3 ﾍﾟｱ 1 回戦突破

バドミントン（男子）
学校総合体育大会西部支部予選会
個人戦 ｼﾝｸﾞﾙｽ：ﾍﾞｽﾄ 32
ﾀﾞﾌﾞﾙｽ：ﾍﾞｽﾄ 32
バドミントン（女子）
学校総合体育大会西部支部予選会
団体戦 ﾍﾞｽﾄ 16
個人戦 ﾀﾞﾌﾞﾙｽ：ﾍﾞｽﾄ 8 1 ﾍﾟｱ 県大会出場
ｼﾝｸﾞﾙｽ：ﾍﾞｽﾄ 13 1 名 県大会出場
学校総合体育大会県大会出
剣道（男子）
西部支部高等学校剣道大会
団体：ﾍﾞｽﾄ 8
個人：3 名 県大会出場
関東高等学校剣道大会埼玉県予選会
団体：ﾍﾞｽﾄ 64
個人：ﾍﾞｽﾄ 64
全国高等学校総合体育大会埼玉県予選会
団体：ﾍﾞｽﾄ 32
個人：ﾍﾞｽﾄ 16
剣道（女子）
西部支部高等学校剣道大会
団体：準優勝
個人：ﾍﾞｽﾄ 8 3 名 県大会出場
関東高等学校剣道大会埼玉県予選会
団体：ﾍﾞｽﾄ 32
個人：ﾍﾞｽﾄ 32
全国高等学校総合体育大会埼玉県予選会
団体：ﾍﾞｽﾄ 64
個人：ﾍﾞｽﾄ 32

サッカー
高円宮杯 U-18 サッカーリーグ
西部支部 2 部・3 部所属
新体操
インターハイ予選
団体：8 位
個人：34 位、42 位、44 位
野球
春季埼玉県大会出場
春季埼玉県大会 １回戦 坂戸西 1－3 埼玉栄
水泳
学校総合体育大会水泳競技会埼玉県予選
女子 100m 背泳ぎ 第 11 位
200 m 背泳ぎ 第 13 位
50 m 自由形 第 20 位
柔道
西部地区春季大会 男子個人 81kg 級 第 3 位
インターハイ埼玉県予選
男子個人第 2 部 優勝
男子個人 81kg 級 ﾍﾞｽﾄ 16
美術
第 3 回 U20 日彫展 「穿山甲」入選（2 年後藤）
第 22 回高校生国際美術展 彫刻の部莉
現在一次審査通過（3 年栗原）
書道

弓道（男子）
全国高校総体県予選 個人 4 位
弓道（女子）
関東大会埼玉県予選
団体：優勝・準優勝 関東大会出場！
個人：優勝、5 位、6 位
国体選考県予選 国体：関東ブロック大会出場！
個人：1 位、3 位
埼玉県代表 2 名
関東大会 団体：ﾍﾞｽﾄ 8 技能優勝賞
個人：7 位
全国高校総体県予選会
団体：優勝 インターハイ出場！
個人：3 位、6 位

令和 3 年度埼玉県硬筆展覧会
特選賞：2 名
優良賞：4 名

