
本部役員

団　長 坂　本  祐之輔 財団法人埼玉県体育協会会長

副団長 櫻　井　勝　利 　　　　　　 〃　　　 　　　　　副会長

森　　　正　博 　　　　　　 〃　　　 　　　　　副会長

関　根　郁　夫 　　　　　　 〃　　　 　　　　　副会長

三　戸　一　嘉 　　　　　　 〃　　　 　　　　　専務理事

総監督 渋　澤　重　雄 埼玉県教育局市町村支援部スポーツ振興課長

総  務 青　葉　昌　幸 埼玉県体育協会選手強化対策委員会副委員長

鈴　木　　　征 　　　　　　 〃

中　野　修　一 埼玉県中学校体育連盟会長

小　林　正　幸 埼玉県教育委員会派遣帯同ドクター

塩　野　　　潔 　　　　　　 〃

立　花　陽　明 　　　　　　 〃

岡　田　奈緒子 　　　　　　 〃

菅　原　和　浩 埼玉陸上競技協会強化委員

野　崎　正　治 財団法人埼玉県サッカー協会強化委員長

西　澤　勝　美 埼玉県ウエイトリフティング協会強化委員

坂　口　信　豊 埼玉県卓球協会部長理事

村　田　　　寛 埼玉県ボウリング連盟理事長

総務員 羽田　　聡 岩﨑　充晃 上條　　岳 福田　　哲 関　　正一

石塚　貴久 遠井　　学 永井　一博 髙橋　利明 渡辺　光一

吉野　牧人 高桑　寿樹 長谷川　伸 栗原　健一 久保　吉史

顧　問 上　田　清　司 埼玉県知事

奥ノ木　信　夫 　〃　議会議長

峯　岸　光　夫 　〃　議会副議長

梅　澤　佳　一 　〃　議会文教委員長

橋　本　光　男 　〃　副知事

塩　川　　　修 　〃　副知事

松　居　　　和 埼玉県教育委員会委員長

平　井　信　行 　　　〃　　　　委員長職務代理者

樋　爪　龍太郎 　　  〃　 　　 委員

斉之平　伸　一 　　　〃　 　　 委員

前　島　富　雄 　　　〃　　　　委員

島　村　和　男 　　　〃　　　　教育長

渥　美　晴　久 自衛隊体育学校長

西　村　暢　二 埼玉陸上競技協会会長

足　立　　　達 埼玉県水泳連盟会長

相　川　宗　一 財団法人埼玉県サッカー協会会長
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宮　田　守　夫 埼玉県テニス協会会長

神　保　国　男 埼玉県ボート協会会長

沢　辺　瀞　壱 埼玉ホッケー協会会長

福　島　　　修 埼玉県アマチュアボクシング連盟会長

新　井　家　光 埼玉県バレーボール協会会長

永　嶋　龍　次 埼玉県体操協会会長

田　島　敏　包 埼玉県バスケットボール協会会長

稲　山  十四助 埼玉県レスリング協会会長

新　藤　義　孝 埼玉県セーリング連盟会長

櫻　井　勝　利 埼玉県ウエイトリフティング協会会長

清　水　勇　人 埼玉県 ハンドボール協会会長

新　藤　享　弘 埼玉県自転車競技連盟会長

松　本　富　男 埼玉県ソフトテニス連盟会長

土　屋　品　子 埼玉県卓球協会会長

福　永　信　彦 埼玉県野球連盟会長

増　田　六　郎 埼玉県相撲連盟会長

杉　本　保　雄 埼玉県馬術連盟会長

土　屋　品　子 埼玉県フェンシング協会会長

蓮　見　　　弘 埼玉県柔道連盟会長

高　橋　勝　雄 埼玉県ソフトボール協会会長職務代行者

唐　澤　清　一 埼玉県バドミントン協会会長

小　澤　通　春 埼玉県弓道連盟会長

武　政　　　宏 埼玉県ライフル射撃協会会長

水　野　　　仁 財団法人埼玉県剣道連盟会長

富　岡　　　清 埼玉県ラグビーフットボール協会会長

森　下　健七郎 埼玉県山岳連盟会長

細　田　米　蔵 埼玉県カヌー協会会長

松　﨑　洋　右 埼玉県アーチェリー協会会長

小　島　敏　男 埼玉県空手道連盟会長

橋　本　　　一 埼玉県銃剣道連盟会長

峯　岸　　　俊 埼玉県クレー射撃協会会長

石　井　道　子 埼玉県なぎなた連盟会長

折　原　直　行 埼玉県ボウリング連盟会長

山　口　現　朗 埼玉県ゴルフ協会会長

島　村　慎一郎 埼玉県トライアスロン連合会長

旗  手 吉　岡　祐　司 自衛隊体育学校

ウエイトリフティング競技

　　第６２回国民体育大会（秋田）　８５ｋｇ級　優勝

　　第６３回国民体育大会（大分）　９４ｋｇ級　２位

　　全日本選手権　　　８５ｋｇ級　スナッチ優勝（日本記録）

　　東アジア大会代表選手



　　　陸上競技 監　　督　　　４名

選手男子　　１４名
　女子　　１５名

監　督 田沼　浩二 52 県立八潮高校(教) 八潮市
川田　雅之 50 県立松山高校(教) 東松山市
菅原　和浩 48 県立越谷西高校(教) 越谷市
太田　　涼 36 埼玉大学(教） さいたま市

選　手
成年男子 800m 宮崎　　輝 22 自衛隊体育学校 朝霞市

110mH 大橋　祐二 25 ミズノ さいたま市
ﾊﾝﾏｰ投 碓井　　崇 31 武南高校(教) 蕨市
棒高跳 草間　　裕 25 埼玉陸上競技協会 八潮市
円盤投げ 友成　　正 28 県立幸手商業高校(教） 幸手市

成年女子 走高跳 横田　美帆 24 アスリート体育大学予備校(職) 伊奈町
100mH・リレー 川舩　愛美 20 青山学院大学３年 上尾市
800m 木村　朝美 20 平成国際大学３年 加須市
200m・リレー 髙橋萌木子 20 平成国際大学３年 三郷市
リレー 石田　智子 31 長谷川体育施設 さいたま市
400mH・リレー 田子　　雅 20 中央大学３年 久喜市
走幅跳 中原ゆかり 24 富士通 さいたま市

少年男子 A10000m 設楽　啓太 17 武蔵越生高校３年 越生町
Aﾊﾝﾏｰ投 保坂雄志郎 17 県立松山高校３年 東松山市
A400m 山﨑　謙吾 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
A400mH 加藤　誠也 16 県立松山高校２年 東松山市
Aやり投 新井　涼平 17 県立皆野高校３年 皆野町
B110mH 野口　直人 14 杉戸町立杉戸中学校３年 杉戸町
B3000m 打越　雄允 14 さいたま市立与野西中学校３年 さいたま市
共800m 森口亜希人 17 浦和実業学園高校３年 さいたま市
共棒高跳 川島　　優 16 県立不動岡高校２年 加須市

少年女子 A400m・800m 真下まなみ　 17 県立深谷商業高校３年 深谷市
Aﾊﾝﾏｰ投 武富　麻衣 17 県立草加高校３年 草加市
A100m・リレー 内免　仁美 17 県立岩槻商業高校３年 さいたま市
A10000mW 岡田久美子 17 県立熊谷女子高校３年 熊谷市
B砲丸投・リレー 松田　昌己 15 西武台高校１年 新座市
B100m・リレー 西山　由莉 15 県立越谷西高校１年 越谷市
共棒高跳 井戸川　桃 17 県立草加高校３年 草加市
共走幅跳・リレー 淺野えりな 16 県立蕨高校２年 蕨市

　　　水泳競技 監　　督　　　６名

選手男子　　３５名
　女子　　２３名

監　督 戸川　晴夫 47 春日部共栄高校(教) 春日部市
競　　泳 山田　清繁 57 大宮スイミングスクール さいたま市
競　　泳 植竹　浩幸 46 アテナアクアメイツ さいたま市
飛　　込 小谷理貴子 53 埼玉県水泳連盟 川口市
水　　球 町田　　弦 48 埼玉栄中学・高校(教） さいたま市

〔年齢：４月１日現在　（教）：教員　（職）：職員 　所属市町村：８月３０日現在〕

合計 ６４名

合計  ３３名



シンクロ 原　加代子 34 アテナアクアメイツ さいたま市
競泳選手

成年男子 50m自由・100m自由 山元　啓照 21 明治大学４年 春日部市
400m自由 村崎　悠太 23 自衛隊体育学校 朝霞市
100m背泳 古賀　淳也 21 早稲田大学４年 春日部市
100m平泳 虎谷　賢司 20 立教大学３年 川越市
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ100m 高松　泰武 26 富士通 春日部市
200m個人Ｍ 本崎　智久 26 自衛隊体育学校 朝霞市
リレー 阿部　太輔 26 T's　club 春日部市

成年女子 50m自由・100m自由 長谷川菜月 20 中京大学３年 さいたま市
100m背泳 小野口由夏 19 中京大学２年 春日部市
100m平泳・200m個人Ｍ 北川　麻美 21 早稲田大学４年 春日部市
100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 星　奈津美 18 早稲田大学１年 春日部市
リレー 真島枝里子 25 埼玉栄高校(教) ふじみの市

少年男子Ａ 50m自由 柿沼　慎二 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
100m自由 牛島　　瞭 17 春日部共栄高校３年 春日部市
400m自由 早川慎之佑 17 川口市立川口高校３年 川口市
200m背泳 多田　邦徳 16 春日部共栄高校２年 春日部市
200m平泳 林　　佑樹 17 春日部共栄高校３年 春日部市
200mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 笠井　一樹 17 春日部共栄高校３年 春日部市
400m個人Ｍ 鮫島　渓太 17 武南高校３年 蕨市
リレー 村上　雄記 17 春日部共栄高校３年 春日部市
リレー 岡　晋太郎 16 春日部共栄高校２年 春日部市

少年男子Ｂ 50m自由・100m自由 浦　瑠一朗 14 朝霞市立朝霞第一中学校３年 朝霞市
400m自由 関川　和晃 15 埼玉栄高校１年 さいたま市
100m背泳 前島　遼太 14 ふじみの市立花の木中学校３年 ふじみの市
100m平泳・200m個人Ｍ 瀬戸　大也 14 毛呂山町立毛呂山中学校３年 毛呂山町
100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 新井　智騎 15 春日部共栄高校１年 春日部市
リレー 寺本　　凌 15 川口市立川口高校１年 川口市

少年女子Ａ 50m自由 雨宮　未侑 17 春日部共栄高校３年 春日部市
100m自由 鈴木　聖未 16 春日部共栄高校２年 春日部市
200m背泳 中森千亜紀 17 春日部共栄高校３年 春日部市
200m平泳 吉田　沙織 17 春日部共栄高校３年 春日部市
200mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 田村　美優 17 県立伊奈学園総合高校３年 伊奈町
400m個人Ｍ 須藤　智恵 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
リレー 星　　　茜 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
リレー 杉崎　可奈 16 埼玉栄高校２年 さいたま市

少年女子Ｂ 50m自由 須藤　　忍 15 春日部共栄高校１年 春日部市
100m自由 鈴木　　凛 14 北本市立宮内中学校３年 北本市
400m自由 後藤　沙貴 15 武南高校１年 蕨市
100m背泳 平井　稚菜 14 さいたま市立七里中学校３年 さいたま市
100m平泳 浜野　麻綾 15 武南高校１年 蕨市
100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 北川　果歩 14 栗橋町立栗橋西中学校３年 栗橋町
200m個人Ｍ 大塚　美優 14 さいたま市立植竹中学校３年 さいたま市

飛込選手

成年男子 飛板飛込 寺坂　利夫 26 株式会社　久世 戸田市
高飛込 小川　貴弘 18 日本大学１年 さいたま市

少年女子 飛板飛込・高飛込 森　　裕希 17 県立浦和第一女子高校３年 さいたま市



水球選手 　Ｇ　Ｋ 加藤　廉也 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
　Ｆ　Ｐ 町田　航平 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
　Ｆ　Ｐ 古橋　史也 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
　Ｆ　Ｐ 纐纈　大貴 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
　Ｆ　Ｐ 田邊　一樹 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
　Ｆ　Ｐ 若杉　直人 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
　Ｆ　Ｐ 永井　　湧 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
　Ｆ　Ｐ 石山　　治 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
　Ｆ　Ｐ 木村　喜好 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
　Ｆ　Ｐ 岡本　大史 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
　Ｆ　Ｐ 齋藤　駿伍 17 埼玉栄高校３年 さいたま市

シンクロ選手デュエット 嶋田　美咲 17 細田学園高校３年 志木市
　　　〃 岡山　礼美 17 県立大宮南高校３年 さいたま市

　　 サッカー競技 監　　督 　　　３名

選手男子　　 １６名
 女子　　　１５名

監　督 野崎　正治 50 県立浦和東高校(教) さいたま市
女　　子 村松　　浩 50 （株）三菱自動車フットボールクラブ さいたま市
少年男子 二見　　元 39 県立滑川総合高校(教） 滑川町

女子選手 Ｇ　Ｋ 池田咲紀子 16 県立伊奈学園総合高校２年 伊奈町
Ｄ　Ｆ 土橋　優貴 29 サイデン化学（株） さいたま市
Ｄ　Ｆ 西田　明美 22 埼玉りそな銀行 さいたま市
Ｄ　Ｆ 森本麻衣子 25 (株)サイサン さいたま市
Ｄ　Ｆ 堂園　彩乃 18 サイデン化学（株） さいたま市
Ｄ　Ｆ 木原　　梢 28 (株)昭和工業 さいたま市
Ｆ　Ｗ 後藤　三知 18 早稲田大学１年 所沢市
Ｍ　Ｆ 堀田えり子 24 埼玉りそな銀行 さいたま市
Ｆ　Ｗ 若林　エリ 24 クリーンシステム(株) さいたま市
Ｍ　Ｆ 庭田亜樹子 24 (株)SPDセキュリA さいたま市
Ｆ　Ｗ 窪田　飛鳥 23 埼玉りそな銀行 さいたま市
Ｆ　Ｗ 竹山　裕子 17 県立伊奈学園総合高校３年 伊奈町
Ｍ　Ｆ 加藤　千佳 15 県立鴻巣高校１年 鴻巣市
Ｍ　Ｆ 保坂のどか 22 (株)エコ計画 さいたま市
Ｍ　Ｆ 熊谷　紗希 18 筑波大学１年 さいたま市

少年男子選手 Ｇ　Ｋ 伊藤健太郎 15 県立大宮西高校１年 さいたま市
Ｄ　Ｆ 森　　　崇 16 さいたま市立浦和高校２年 さいたま市
Ｄ　Ｆ 工藤将太朗 15 県立朝霞高校１年 朝霞市
Ｄ　Ｆ 今泉　賢人 15 浦和学院高校１年 さいたま市
Ｄ　Ｆ 西山　航平 15 早稲田大学本庄高校１年 本庄市
Ｍ　Ｆ 片　　槙吾 15 県立与野高校１年 さいたま市
Ｍ　Ｆ 矢島  慎也 15 県立大宮南高校１年 さいたま市
Ｍ　Ｆ 野崎　雅也 15 県立浦和西高校１年 さいたま市
Ｍ　Ｆ 矢島倫太郎 16 県立与野高校２年 さいたま市
Ｍ　Ｆ 清水　道浩 16 県立浦和東高校２年 さいたま市
Ｍ　Ｗ 堀田　　稜 15 早稲田大学高等学院１年 川口市
Ｇ　Ｋ 三上　綾太 15 西武台高校１年 新座市
Ｆ　Ｗ 内田　元輝 15 さいたま市立浦和南高校１年 さいたま市
Ｄ　Ｆ 菊池　　翔 14 春日部市立葛飾中学校３年 春日部市
Ｍ　Ｆ 岩木　慎也 15 県立狭山工業高校１年 狭山市
Ｆ　Ｗ 長坂　竜一 15 川口市立県陽高校１年 川口市

合計　３４名



　　 テニス競技 監　　　督 　　３名

監督兼選手　　 ２名
選手男子　　 　３名
　女子　　 　３名

監　督 油井　正幸 70 埼玉県テニス協会 春日部市
成年男子兼選手 笹井　正樹 19 法政大学 さいたま市
成年女子兼選手 関　真由美 18 筑波大学 川口市
少年男子 江本圭之介 43 県立越谷総合技術高校(教) 越谷市
少年女子 阪　　幸信 47 秀明英光高校(教) 上尾市

選　手 成年男子　 笹井　正樹 19 法政大学 さいたま市
　 濱中　重宏 19 明治大学 新座市

成年女子　 関　真由美 18 筑波大学 川口市
丸田　有花 19 駒沢大学 春日部市

少年男子 綿貫　敬介 15 大成高校１年 春日部市
弘岡　竜治 17 浦和学院高校３年 さいたま市

少年女子 神保　　栞 17 山村学園高校３年 川越市
小川　実香 17 秀明英光高校３年 上尾市

　　 ボート競技 監　　督　　　５名

選手男子　　１５名
　女子　　１８名

監　督 野中　誠司 26 戸田中央総合病院 戸田市
大戸淳之介 27 戸田中央総合病院 戸田市
池田　卓也 30 慶應志木高校(教) 志木市
滝島　　光 26 県立浦和第一女子高校(教) さいたま市
横山松太郎 51 県立越ヶ谷高校(教） 越谷市

成年男子選手 舵手つきフォア　　Ｃ 坂本　昌志 24 戸田中央総合病院 戸田市
　　　〃　　    　Ｓ 田立　健太 25 戸田中央医科グループ本部 戸田市
　　　〃　　　    ３ 野村　雅彦 45 ＮＴＴ東日本東京中央 川口市
　　　〃　　　    ２ 川元　英敏 25 戸田中央総合病院 戸田市
　　　〃　　    　Ｂ 油田　浩一 26 システムサービス㈱ 戸田市
　　　〃 礒　　伸弘 23 戸田中央総合病院 戸田市
ダブルスカル　　　Ｓ 野尻　雅裕 20 法政大学３年 三郷市
　　　　　　　　　Ｂ 梨本　啓太 20 日本体育大学３年 戸田市

シングルスカル　　Ｓ 三塚　和彦 27 戸田中央看護専門学校(職) 戸田市

成年女子選手 舵手つきｸォﾄﾞﾙﾌﾟﾙ Ｃ 小林　夏子 20 一橋大学３年 戸田市
　　　〃　　    　Ｓ 長尾　美樹 22 ㈱リクルート 戸田市
　　　〃　　　    ３ 難波　更予 19 立教大学２年 越谷市
　　　〃　　　    ２ 中村　実季 19 明治大学２年 越谷市
　　　〃　　    　Ｂ 中村　　藍 21 一橋大学３年 戸田市
　　　〃 本山　りえ 18 埼玉県ボート協会 さいたま市

ダブルスカル　　　Ｓ 熊倉　美咲 26 戸田中央医科グループ本部 戸田市
　　　　　　　　　Ｂ 山口　一穂 21 明治大学４年 鳩ヶ谷市

シングルスカル　　Ｓ 中山　友紀 20 明治大学３年 三郷市

合計　１１名

合計　３８名



少年男子選手 舵手つきｸォﾄﾞﾙﾌﾟﾙ Ｃ 中野　統吾 17 慶應志木高校３年 志木市
　　　〃　　    　Ｓ 堀越　健吾 17 慶應志木高校３年 志木市
　　　〃　　　    ３ 嶋本　匡晃 17 慶應志木高校３年 志木市
　　　〃　　　    ２ 髙橋　利尚 17 慶應志木高校３年 志木市
　　　〃　　    　Ｂ 根本　星詩 17 慶應志木高校３年 志木市
　　　〃 池田泰太朗 17 慶應志木高校３年 志木市

少年女子選手舵手つきｸォﾄﾞﾙﾌﾟﾙ Ｃ 根本　実季 17 県立浦和第一女子高校３年 さいたま市
　　　〃　　    　Ｓ 松岡　　結 16 県立浦和第一女子高校２年 さいたま市
　　　〃　　　    ３ 岩城　里奈 17 県立浦和第一女子高校３年 さいたま市
　　　〃　　　    ２ 門　菜津美 17 県立南稜高校３年 戸田市
　　　〃　　    　Ｂ 井口沙耶香 16 県立八潮高校２年 八潮市
　　　〃 妹尾　結衣 16 県立浦和第一女子高校２年 さいたま市

ダブルスカル　　　Ｓ 坂元ちひろ 16 川口市立川口高校２年 川口市
　　　〃　　　　　Ｂ 廣瀬　未来 16 川口市立川口高校２年 川口市

シングルスカル　　Ｓ 宮里　奏恵 17 県立南稜高校３年 戸田市

　　 ボクシング競技 監　　督　　　３名

選手男子　　１０名

監　督 成年男子 庄司　隆志 32 自衛隊体育学校 朝霞市
少年男子 木庭　浩介 48 花咲徳栄高校(教) 加須市
セコンド 夏井　雅之 47 県立熊谷工業高校(教) 熊谷市

選　手
成年男子 バンタム級 井出　羊一 18 平成国際大学１年 加須市

フェザー級 長登　大助 20 拓殖大学３年 嵐山町
ライト級 佐藤　一喜 22 自衛隊体育学校 朝霞市
ライトウェルター級 吉田　将太 21 東洋大学４年 鶴ヶ島市
ウェルター級 岸本　篤史 19 平成国際大学２年 加須市

少年男子 ライトフライ級 井出　和希 17 花咲徳栄高校３年 加須市
フェザー級 髙見　良祐 15 花咲徳栄高校１年 加須市
ライト級 塩島　宏太 17 花咲徳栄高校３年 加須市
ライトウェルター級 佐藤　賢治 17 花咲徳栄高校３年 加須市
ウェルター級 浅岡　亮太 17 花咲徳栄高校３年 加須市

監　　督　　　１名

女子選手　　１１名

監　督 少年女子 伊藤　潔美 49 細田学園高校(教） 志木市

選　手 少年女子 高桑　裕恵 17 春日部共栄高校３年 春日部市
荒木　夕貴 17 細田学園高校３年 志木市
石原　未来 17 川越市立川越高校３年 川越市
夏目紗斗美 17 細田学園高校３年 志木市
平井　　恵 17 細田学園高校３年 志木市
濱地　翔子 17 細田学園高校３年 志木市
清水　桃子 17 細田学園高校３年 志木市
指宿　典子 17 川越市立川越高校３年 川越市
宇都木望美 17 春日部共栄高校３年 春日部市
高橋　優希 16 細田学園高校２年 志木市
渡辺　叶絵 16 細田学園高校２年 志木市

合計　１３名

   バレーボール競技 合計　１２名



　　 体操競技 監　　督　　　６名

選手男子　　　８名
　女子　　１３名

監　督 向井　　司 49 県立大宮東高校(教) さいたま市
成年男子 新島　隆光 54 県立岩槻高校(教） さいたま市
成年女子 小内　格子 46 ＮＰＯ法人戸田市スポーツクラブ 戸田市
少年男子 堀出　一夫 57 埼玉栄高校(教) さいたま市
少年女子 菅原　　寛 58 ＮＰＯ法人戸田市スポーツクラブ 戸田市
少年女子新体操 酒井真由美 45 星野高校(教） 川越市

選　手 成年男子 寺尾　尚之 21 日本体育大学４年 さいたま市
山室　光史 20 日本体育大学３年 さいたま市
宗像　　陸 19 仙台大学２年 さいたま市
北條　陽大 19 順天堂大学２年 さいたま市

成年女子 上松　侑生 20 早稲田大学３年 所沢市
江崎　真奈 19 順天堂大学２年 戸田市
伊地智葉菜　　19 筑波大学２年 戸田市
石郷　永莉 20 鹿屋体育大学３年 戸田市

少年男子 武田　一志 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
澤田　和哉 17 県立大宮東高校３年 さいたま市
渡辺　崇仁 15 埼玉栄高校１年 さいたま市
松田　祐太 15 埼玉栄高校１年 さいたま市

少年女子 小沢茂々子 17 県立戸田翔陽高校３年 戸田市
山岸　　舞 16 県立戸田翔陽高校２年 戸田市
秋山　椋子 17 県立戸田翔陽高校３年 戸田市
室岡　　歩 14 戸田市立新曽中学校３年 戸田市

少年女子新体操 豊田恵理佳 17 星野高校３年 川越市
原田　亜美 17 星野高校３年 川越市
土屋　　言 16 星野高校２年 川越市
山畑　麻奈 15 星野高校１年 川越市
鈴木　弥優 15 星野高校１年 川越市

　　 バスケットボール競技 監　　督　　　１名

　 選手女子　　１１名

監　督 成年女子 根本　靖雄 45 県立児玉高校(教) 本庄市

選　手 成年女子 関根　静香 26 国神保育園 皆野町
早野　光砂 25 ジャパンライフ㈱ 本庄市
細川　久美 24 県立八潮南高校(教) 八潮市
高島　美希 31 県立深谷第一高校(教) 深谷市
三田江里子 25 ㈱物流二十四 三郷市
大島　弘美 25 ㈱シュリエ 本庄市
中澤　朋美 21 順天堂大学４年 久喜市
秋田　佳緒 20 立教大学３年 本庄市
牧野何日香 18 順天堂大学１年 さいたま市
伊藤　麻衣 20 玉川大学３年 深谷市
桃木　春華 18 順天堂大学１年 さいたま市

合計　１２名

合計　２７名



　　 レスリング競技 監　　督　　 　３名

選手男子　　 １３名

監　督 野口　篤史 41 埼玉栄高校(教) さいたま市
成年男子 笹山　秀雄 41 自衛隊体育学校 朝霞市
少年男子 高坂　拓也 28 花咲徳栄高校(教) 加須市

選　手
成年男子 フリー　５５ｋｇ 田岡　秀規 28 自衛隊体育学校 朝霞市

フリー　６０ｋｇ 大館　信也 28 自衛隊体育学校 朝霞市
フリー　７４ｋｇ 小原　康司 26 自衛隊体育学校 朝霞市
フリー　９６ｋｇ 坂本　憲蔵 24 自衛隊体育学校 朝霞市
グレコ　６６ｋｇ 江藤　紀友 25 自衛隊体育学校 朝霞市
グレコ　８４ｋｇ 伊藤　　諒 21 自衛隊体育学校 朝霞市

少年男子 フリー　６６ｋｇ 保坂　　健 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
フリー　８４ｋｇ 細谷翔太朗 17 花咲徳栄高校３年 加須市
フリー　９６ｋｇ 山本　康稀 15 花咲徳栄高校１年 加須市
フリー　１２０ｋｇ 岡　　倫之 17 花咲徳栄高校３年 加須市
グレゴ　５０ｋｇ 杉山　雄介 15 花咲徳栄高校１年 加須市
グレコ　５５ｋｇ 山田　礼陽 17 花咲徳栄高校３年 加須市
グレコ　７４ｋｇ 池澤　峻介 17 花咲徳栄高校３年 加須市

　　 セーリング競技 監　　督　　　２名

選手男子　　  ５名
　女子　　　１名

監　督 成年男女 谷　　正安 41 川口市役所 川口市
少年男子 田口　公一 68 埼玉県セーリング連盟 川口市

選　手
成年男子 国体シングルハンダー級 齋藤　吉彦 49 本田技研工業㈱ 朝霞市

国体ウインドサーフィン級 金子　岳司 21 関東学院大学３年 白岡町

成年女子 国体ウインドサーフィン級 錬石　恵子 41 富士フィルム㈱ さいたま市

少年男子 セーリングスピリッツ級 廿楽　雄介 17 早稲田大学高等学院３年 入間市
セーリングスピリッツ級 田中　真生 17 早稲田大学高等学院３年 和光市
シーヒッパー級スモールリグ 岡崎　一輝 15 埼玉栄高校１年 さいたま市

監　　　督　　２名
監督兼選手　　１名
選手男子　　　６名

監　督 西澤　勝美 43 自衛隊体育学校 朝霞市
成年男子兼選手 堰川　康信 29 自衛隊体育学校 朝霞市
少年男子 吉野　　岳 27 埼玉栄高校(教） さいたま市

選　手
成年男子 　　５６ｋｇ級 越智　一平 25 自衛隊体育学校 朝霞市

　　６２ｋｇ級 堰川　康信 29 自衛隊体育学校 朝霞市
　　７７ｋｇ級 本間　智也 22 自衛隊体育学校 朝霞市
　　８５ｋｇ級 吉岡　祐司 24 自衛隊体育学校 朝霞市

　　 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技 合計　　９名

合計　１６名

合計　　８名



少年男子 　　６２ｋｇ級 鈴木　雄太 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
　　８５ｋｇ級 白崎　康平 17 県立川口高校３年 川口市
　　９４ｋｇ級 熊ヶ谷翔太 17 埼玉栄高校３年 さいたま市

　　 ハンドボール競技 監　　督　　　２名

選手男子　　１２名
　女子　　１２名

監　督 成年男子 岩本　真典 37 大崎電気工業㈱ 三芳町
少年女子 綿引　　智 45 県立川口東高校(教) 川口市

選　手 成年男子 浦和　克行 27 大崎電気工業㈱ 三芳町
染谷　雄輝 22 大崎電気工業㈱ 三芳町
小澤　広太 23 大崎電気工業㈱ 三芳町
前田　誠一 29 大崎電気工業㈱ 三芳町
猪妻　正活 27 大崎電気工業㈱ 三芳町
岩永　　生 25 大崎電気工業㈱ 三芳町
望月孝太郎 24 大崎電気工業㈱ 三芳町
内田　雄士 27 大崎電気工業㈱ 三芳町
永島　英明 32 大崎電気工業㈱ 三芳町
森　　　淳 22 大崎電気工業㈱ 三芳町
夏山　陽平 22 大崎電気工業㈱ 三芳町
吉田　耕平 30 大崎電気工業㈱ 三芳町

少年女子 亀田　潮里 15 埼玉栄高校１年 さいたま市
落合　紗耶 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
高橋　茉里 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
相田かなえ 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
石井　優花 15 埼玉栄高校１年 さいたま市
山崎　優美 15 埼玉栄高校１年 さいたま市
麻生　未紗 16 浦和実業学園高校２年 さいたま市
宇田　萌乃 16 浦和実業学園高校２年 さいたま市
岡田　栞奈 16 浦和実業学園高校２年 さいたま市
樋口　　優 17 県立川口東高校３年 川口市
清水明日香 16 県立川口東高校２年 川口市
笠原　　遥 16 県立大宮南高校２年 さいたま市

　　　　

　　 自転車競技 監督兼ﾒｶﾆｼｬﾝ  ２名

選手男子　　　９名

監　督 成年男子・ﾒｶﾆｼｬﾝ 渋谷　陽治 40 県立川越工業高校(教) 川越市
少年男子・ﾒｶﾆｼｬﾝ 松沢　建二 48 小松原高校(教) さいたま市

選　手
成年男子 １ｋｍＴＴ他 野村　匡仁 20 日本体育大学３年 伊奈町

ケイリン他 小川　辰徳 21 中央大学４年 鳩山町
ポイントレース他 嶌田　義明 20 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝｻｲｸﾙ(株) 上尾市
４ｋｍ速度他 中尾　佳祐 18 順天堂大学１年 坂戸市

少年男子 １ｋｍＴＴ他 小池　悠太 17 小松原高校３年 さいたま市
ケイリン他 中里　　仁 16 小松原高校２年 さいたま市
スプリント他 布施　　光 17 筑波大坂戸高校３年 坂戸市
ポイントレース他 新井　翔太 17 県立川越工業高校３年 川越市
４ｋｍ速度他 笠原　恭輔 17 小松原高校３年 さいたま市

合計　２６名

合計　１１名



監　　督　　　１名
監督兼選手　　１名
選手男子　　１１名

監　督 成年男子兼選手 土師　宗一 35 川口市役所 川口市
少年男子 小林　久夫 50 県立熊谷高校(教) 熊谷市

選　手 成年男子 菅野　創世 25 川口市役所 川口市
土師　宗一 35 川口市役所 川口市
石川　哲蔵 27 川口市役所 川口市
池田　裕介 31 川口市役所 川口市
水上　智貴 22 イワツキ㈱ 草加市
松田　善隆 21 日本大学４年 東松山市

少年男子 大熊　友也 17 川越東高校３年 川越市
川尻鈴ノ介 17 川越東高校３年 川越市
中島　悠真 16 武蔵生越高校２年 越生町
中島　駿輔 17 武蔵生越高校３年 越生町
足立　賢治 16 武蔵生越高校２年 越生町
峰嶋　　駿 17 県立松山高校３年 東松山市

　　 卓球競技 監　　督　　５名

選手男子　　６名
　 　女子　　６名

監　督 坂口　信豊 59 県立大宮工業高校(定)(教) さいたま市
成年男子 沼田　政之 56 埼玉工業大学(職） 深谷市
成年女子 高橋　正郎 50 県立飯能高校(教) 飯能市
少年男子 若森　　均 49 埼玉栄高校(教) さいたま市
少年女子 蓮沼千恵子 52 川口市立川口総合高校（教） 川口市

選　手 成年男子 倉嶋　洋介 32 協和発酵キリン㈱ 深谷市
塩野　真人 22 東京アート㈱ 入間市
中川　洋希 19 日本大学２年 戸田市

成年女子 亀崎　　遥 20 早稲田大学３年 川口市
倉林　奈保 18 中央大学１年 深谷市
前原　麻芳 19 淑徳大学２年 三芳町

少年男子  　　冲 17 狭山ヶ丘高校３年 入間市
星　　純平 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
高梨　槙都 16 埼玉栄高校２年 さいたま市

少年女子 増本　　望 17 正智深谷高校３年 深谷市
菅又　海那 16 正智深谷高校２年 深谷市
亀崎　　絢 16 川口市立川口総合高校２年 川口市

　　 軟式野球競技 監　　督　　　 １名

選手男子　　 １５名

監　督 成年男子 時田　義浩 39 パイオニア㈱川越事業所 川越市

選　手 成年男子 逆井　　誠 29 パイオニア㈱川越事業所 川越市

合計　１６名

合計　１７名

　　 ソフトテニス競技 合計　１３名



今井　大輔 27 ㈱旭製作所 さいたま市
鈴木　　誠 35 旭鋼管工業㈱ 草加市
沖本　龍也 23 パイオニア㈱川越事業所 川越市
赤坂　恵一 25 パイオニア㈱川越事業所 川越市
玄海　英称 24 パイオニア㈱川越事業所 川越市
本園　真吾 28 パイオニア㈱川越事業所 川越市
柘植　宏介 22 パイオニア㈱川越事業所 川越市
鹿谷　武司 29 パイオニア㈱川越事業所 川越市
松谷　勇樹 23 パイオニア㈱川越事業所 川越市
本橋　健吾 28 パイオニア㈱川越事業所 川越市
十河　英樹 24 パイオニア㈱川越事業所 川越市
平本　哲大 23 パイオニア㈱川越事業所 川越市
加藤　敬典 24 パイオニア㈱川越事業所 川越市
田口　健吾 28 パイオニア㈱川越事業所 川越市

　　 相撲競技 監　　督　　　３名

選手男子　　　８名

監　督 稲毛　　修 51 県立蕨高校(教) 蕨市
成年男子 栂木　崇行 34 日本通運（株） さいたま市
少年男子 山田　道紀 43 埼玉栄高校(教） さいたま市

選　手
成年男子 先鋒 矢島　健一 31 日本通運（株） さいたま市

中堅 佐久間貴之 20 日本大学３年 さいたま市
大将 榎本　翔太 23 日本通運（株） さいたま市

少年男子 先鋒 佐々木大輔　 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
二陣 沢田日出夫 15 埼玉栄高校１年 さいたま市
中堅 蘇　　堅太 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
副将 安彦剣太郎 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
大将 岩崎　正也 16 埼玉栄高校２年 さいたま市

　　 馬術競技 監督兼選手　　　 １名

ﾎｰｽﾏﾈｰｼﾞｬｰ兼選手　１名
選手男子　　　　　１名
　　女子　　　　　１名

監　督 成年兼選手 川口麻衣子 35 駿ホースクラブ 本庄市
ﾎｰｽﾏﾈｰｼﾞｬｰ兼選手 西塚愛由美 16 本庄第一高校２年 本庄市

選　手 成　　年 西塚　重二 43 駿ホースクラブ 本庄市
川口麻衣子 35 駿ホースクラブ 上里町

少　　年 西塚愛由美 16 本庄第一高校２年 本庄市
酒井　　彩 15 開智学園中学高等学校１年 さいたま市

合計　１１名

合計　４名　



　　 フェンシング競技 監　　  督　　２名

監督兼選手    ２名
選手男子　　  ５名
　女子　　  ２名

監　督 森角　　正 49 県立与野高校(教) さいたま市
成年男子兼選手 野口　隼人 25 自衛隊体育学校 朝霞市
成年女子兼選手 西村　典子 32 埼玉栄高校(教) さいたま市
少年男子 千野　一也 54 埼玉栄高校(教） さいたま市

選　手 成年男子 野口　隼人 25 自衛隊体育学校 朝霞市
加藤　康宏 21 日本大学４年 熊谷市
北川宗一郎 20 早稲田大学３年 久喜市

成年女子 西村　典子 32 埼玉栄高校(教) さいたま市
草野　広美 19 日本大学２年 さいたま市
中野　早織 18 日本大学１年 さいたま市

少年男子 北川隆之介 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
荒井　諒平 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
佃　　史成 15 埼玉栄高校１年 さいたま市

　　 柔道競技 監　　督　　　４名

選手男子　　　５名
　 　女子　　　６名

監　督 新井　俊明 53 埼玉県警察本部 さいたま市
成年男子 鴨治　貴司 44 埼玉県警察機動隊 朝霞市
成年女子 三宅　　仁 40 平成国際大学(教) 加須市
少年女子 川原　　篤 40 花咲徳栄高校(教) 加須市

選　手
　成年男子 先鋒 田中　　誠 24 自衛隊体育学校 朝霞市

次鋒 江口　遼至 21 埼玉大学４年 さいたま市
中堅 手塚　勝彦 30 埼玉県警察機動隊 朝霞市
副将 伊藤康一郎 23 埼玉県警察東入間署 ふじみ野市
大将 新井　信吾 24 埼玉県警察機動隊 朝霞市

　成年女子 先鋒 秋元　江美 20 帝京大学３年 さいたま市
中堅 貝沼麻衣子 20 淑徳大学３年 三芳町
大将 平岡　麻美 27 平成国際大学(職) 加須市

　少年女子 先鋒 太田　成美 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
中堅 前田奈恵子 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
大将 烏帽子美久 17 埼玉栄高校３年 さいたま市

合計　１５名

合計　１１名



監　　督　　　４名

選手男子　　２５名

　女子　　１３名

監　督 浅見　　茂 55 埼玉県道路公社 さいたま市
成年男子 蟹沢　光浩 44 本田技研工業㈱ 狭山市
少年男子 宇草　康祐 46 埼玉栄高校（教） さいたま市
少年女子 渡辺　　努 44 星野高校(教) 川越市

選　手 成年男子 吉形　太祐 23 埼玉県学校給食会 北本市
飯嶋　恭光 31 理研計器㈱ 坂戸市
宇佐美淳也 24 伊藤鉄工㈱ 川口市
新井　達也 28 戸田市社会福祉事業団 戸田市
澤登　正和 23 日本梱包運輸倉庫㈱ 狭山市
斉藤　恒寿 31 埼玉県土地開発公社 さいたま市
尾上　弘隼 22 国士舘大学大学院 小川町
桑名　卓也 35 埼玉県総務部管財課 さいたま市
横田　将和 31 大久保浄水場 さいたま市
森田　秀幸 31 アルフレッサ㈱ さいたま市
北澤　慶介 21 早稲田大学４年 所沢市
加藤　潤一 27 日本板硝子関東販売㈱ 寄居町

少年男子 武井　大樹 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
菊池　聡輔 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
西田　圭吾 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
橋本　翔太 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
島田　拓人 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
田島　頌之 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
佐々木一貴 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
引間　健太 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
鎌倉　利充 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
佐々木賢太郎 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
上島　弘樹 17 川越東高校３年 川越市
佐藤　　駿 17 川越東高校３年 川越市
阿部　隼輔 17 川越東高校３年 川越市

少年女子 中村　友佳 16 星野高校２年 川越市
上野真友美 17 星野高校３年 川越市
丸田　沙織 16 星野高校２年 川越市
澤木　彩香 17 星野高校３年 川越市
石塚　　惟 17 星野高校３年 川越市
町田ひかる 17 星野高校３年 川越市
豊留　愛弓 17 星野高校３年 川越市
中村　早紀 17 星野高校３年 川越市
柳　　亜未 17 星野高校３年 川越市
金澤　理沙 17 花咲徳栄高校３年 加須市
二階堂夏帆 17 県立伊奈学園総合高校３年 伊奈町
桑原　　愛 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
斉藤みく乃 15 星野高校１年 川越市

 　ソフトボール競技
合計　４２名



　　 バドミントン競技 監　　督　　　５名

選手男子　　  ６名
　女子　　  ６名

監　督 能登　則男 56 戸田市立戸田東小学校(教) 戸田市
成年男子 中西　洋介 29 日本ユニシス㈱ 和光市
成年女子 大熊　倫子 28 埼玉県バドミントン協会 鳩ヶ谷市
少年男子 大屋　貴司 40 埼玉栄高校(教) さいたま市
少年女子 加藤　　勝 64 埼玉栄高校(教) さいたま市

選　手　 成年男子 井上　知也 24 日本ユニシス㈱ さいたま市
上田　拓馬 20 早稲田大学３年 さいたま市
和田　　周 18 日本体育大学１年 さいたま市

成年女子 岩脇　　史 29 ＮＴＴ東日本株式会社 さいたま市
広岡まり香 25 ＮＴＴ東日本株式会社 さいたま市
柏原　未久 18 ヨネックス株式会社 越谷市

少年男子 星野　翔平 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
小林　　晃 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
長谷川達也 17 埼玉栄高校３年 さいたま市

少年女子 藤井　珠生 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
山田　真央 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
中村　梨沙 16 埼玉栄高校２年 さいたま市

監　　　督　　　３名
監督兼選手　　　２名
選手男子　　　　５名
　女子　　　　５名

監　督 新井　勲夫 69 埼玉県弓道連盟 さいたま市
成年男子兼選手 齊藤慎太郎 26 シーケーエンジニアリング㈱ さいたま市
成年女子兼選手 鹿野　信恵 47 埼玉県弓道連盟 越谷市
少年男子 新津　雅之 50 県立飯能高校(教) 飯能市
少年女子 安東祥一郎 59 県立岩槻商業高校(教) さいたま市

選　手 成年男子 齊藤慎太郎 26 シーケーエンジニアリング㈱ さいたま市
齋藤　裕太 24 ㈱サンテックス 川越市
中村　光広 26 三好化成㈱ さいたま市

成年女子 吉澤　郷実 28 持田製薬㈱ 川越市
冨田　有紀 27 シーケーエンジニアリング（株） さいたま市
鹿野　信恵 47 埼玉県弓道連盟 越谷市

少年男子 安田　辰哉 17 県立岩槻商業高校３年 さいたま市
與嶋　雄介 17 県立川越高校３年 川越市
内海　健太 17 県立飯能高校３年 飯能市

少年女子 中村真菜美 17 県立岩槻商業高校３年 さいたま市
新岡　郁乃 16 県立岩槻商業高校２年 さいたま市
宮崎早矢香 17 県立岩槻商業高校３年 さいたま市

　　 弓道競技

合計　１７名

合計　１５名



　　 ライフル射撃競技 監　　督　　１名

選手男子　　４名
　 　女子　　３名

監　督 木村千代勝 55 自衛隊体育学校 朝霞市

選　手
　成年男子 50m3×40M 山下　敏和 32 自衛隊体育学校 朝霞市

50mP60M･K20M 谷島　　緑 29 自衛隊体育学校 朝霞市
10mS60M･P60M 澁井　拓也 21 日本大学４年 戸田市
CP60M･CP30M 原田　茂史 32 自衛隊体育学校 朝霞市

　成年女子 10mS40W 古野本真希 24 ㈱日立情報システムズ 戸田市
10mAP40W 上之園奈津子 42 埼玉県警察 川越市

　少年女子 10mS40JW･20JW 小泉　茉優 16 栄北高校２年 伊奈町

　　 剣道競技 監督    　　　１名

監督兼選手    １名
選手男子　　  ４名
　女子　　　５名　　

監　督 成年男子兼選手 加治屋速人 55 埼玉県警察学校 さいたま市
少年女子 生方　達也 56 埼玉栄高校(教) さいたま市

選　手
　成年男子 先鋒 竹越　　充 21 早稲田大学４年 さいたま市

次鋒 東永　幸治 31 埼玉県警察警備部機動隊 朝霞市
中堅 脇元　武胤 36 （株）武蔵野技研 川越市
副将 金子　信昭 45 県立白岡高校（教） 白岡町
大将 加治屋速人 55 埼玉県警察学校 さいたま市

　少年女子 先鋒 飛田　　優 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
次鋒 石曽根美波 16 昌平高校２年 杉戸町
中堅 田原　　栞 17 淑徳与野高校３年 さいたま市
副将 濱中　沙貴 16 県立秩父農工科学高校２年 秩父市
大将 木村　蒔恵 17 淑徳与野高校３年 さいたま市

監　　督　　　　２名

監督兼選手　　　１名

男子選手　　　４４名

監　督 尾崎　良巳 65 埼玉県ラグビーフットボール協会 本庄市
成年男子兼選手 三宅　邦隆 27 県立滑川高校(教) 川越市
少年男子 横田　典之 41 県立深谷高校(教） 深谷市

選　手 成年男子 島田　聡宣 29 富士ゼロックス神奈川㈱ 所沢市
佐藤　伸吾 25 寿屋フロンテ㈱ 行田市
星　　源太 22 ㈱伊勢丹 春日部市
山北　裕生 22 航空自衛隊　入間基地 入間市
坂下　拓也 35 キャノン㈱ さいたま市
伏島大二郎 22 藤原産業㈱ 深谷市

 ラグビーフットボール競技

合計　　８名

合計　４７名

合計　１１名



深澤　智之 25 東京海上日動火災保険㈱ さいたま市
閑野　智彦 27 富士ゼロックス㈱ 深谷市
小林　博之 28 埼玉ＧＹ(株) 深谷市
松島　直司 23 深谷市立花園中学校(教) 深谷市
星　　雄太 26 ㈱三越 春日部市
清水　智文 22 ㈱博報堂 本庄市
赤山　元基 24 慶応義塾志木高校(教) 志木市
鈴木　　健 27 セコム㈱ 川越市
艶島　悠介 30 セコム㈱ 川越市
谷口　拓郎 24 マイクロソフト㈱ 川越市
島川　大輝 25 自営 川口市
朝夷　康晴 25 ㈱博報堂 志木市
酒井　健次 26 ㈱東芝 深谷市
本郷伸太郎 23 立教新座中学高校(教) 新座市
山口　恭正 27 三国コカコーラボトリング㈱ 鴻巣市
三宅　邦隆 27 県立滑川高校(教) 川越市

少年男子 小林　太陽 17 県立深谷高校３年 深谷市
吉田　健人 17 県立深谷高校３年 深谷市
橋本　大貴 17 県立深谷高校３年 深谷市
齊藤　　隼 17 県立深谷高校３年 深谷市
加藤　　健 17 県立深谷高校３年 深谷市
粕谷　俊輔 17 県立浦和高校３年 さいたま市
土井　康平 17 県立川越高校３年 川越市
ﾀｳﾌｧ　ｵﾘｳﾞｪ 17 正智深谷高校３年 深谷市
柴崎　真弥 17 県立深谷高校３年 深谷市
森谷　直貴 17 正智深谷高校３年 深谷市
中嶋　史哉 17 県立深谷高校３年 深谷市
原嶋　剛規 16 県立深谷高校２年 深谷市
浦野伊玖磨 17 県立深谷高校３年 深谷市
大久保規全 17 県立深谷高校３年 深谷市
茂木　直也 17 県立深谷高校３年 深谷市
髙橋　洋丞 17 正智深谷高校３年 深谷市
大川　充穂 17 県立浦和高校３年 さいたま市
癸生川徹郎 17 県立浦和高校３年 さいたま市
渡井　一樹 17 早稲田大学本庄高校３年 本庄市
井上　悠太 17 県立浦和高校３年 さいたま市
富澤　　謙 17 県立深谷高校３年 深谷市
猪狩　有智 17 慶応義塾志木高校３年 志木市
吉澤　太一 17 正智深谷高校３年 深谷市

　　 山岳競技 監　　督　　２名

選手男子　　４名

監　督 成年男子 佐藤　　豊 42 ㈱アルテリア 狭山市
少年男子 松井　恒和 55 県立上尾橘高校(教) 上尾市

選　手 成年男子 古川　　慧 26 ㈱ショーワ 行田市
角田　大樹 20 早稲田大学３年 所沢市

少年男子 山崎　卓也 17 県立庄和高校３年 春日部市
細田　　匠 16 県立久喜工業高校２年 久喜市

合計　　６名



　　 カヌー競技
選手男子　　　９名

　 　女子　　　３名

監督 カヌースプリント 橋本　武弥 40 県立越谷東高校(教) 越谷市
ＳＬ・ＷＷ 関川　秀康 50 サン プランニング さいたま市

成年男子選手 ＳＰ－カヤック１ 島村　健司 35 テニスパーク宮原 さいたま市
ＳＰ－カナディアン１ 阿部　真也 25 ㈱ムラクシ 戸田市
Ｓ－カヤック１ 佐藤　俊平 29 クロスディメンション㈱ 三郷市
Ｗ－カヤック１ 笹川　佳範 43 ㈱協和地質コンサルタント さいたま市

成年女子選手 ＳＰ－カヤック１ 渡辺　由望 20 日本体育大学女子短期大学部 栗橋町
Ｗ－カヤック１ 竹原　聡子 16 県立飯能南高校２年 飯能市

少年男子選手 ＳＰ－カヤック１ 須山　恵祐 16 さいたま市立大宮北高校２年 さいたま市

ＳＰ－カヤック４ 安藤　　翼 16 県立越谷東高校２年 越谷市
宮下　佳樹 17 県立浦和高校３年 さいたま市
山崎　隼人 17 県立越谷東高校３年 越谷市
山岸　翔平 17 県立越谷東高校３年 越谷市

少年女子選手 ＳＰ－カヤック１ 大塚　有咲 16 県立越谷東高校２年 越谷市

　　 アーチェリー競技 監　　　督　　１名

監督兼選手　　１名
選手男子　　　３名

　 　女子　　　２名

監　督 成年男子 礒　　昌章 48 ㈱八重洲 さいたま市
成年女子兼選手 及川　亜由 25 自衛隊体育学校 朝霞市

選　手 成年男子 山本　　博 46 日本体育大学女子短期大学部(教) さいたま市
脇野　智和 32 自衛隊体育学校 朝霞市
喜多田治彦 22 自衛隊体育学校 朝霞市

成年女子 國武　綾子 21 自衛隊体育学校 朝霞市
及川　亜由 25 自衛隊体育学校 朝霞市
岡村　静香 20 早稲田大学３年 さいたま市

　　 空手道競技 監　　督　　　１名

選手男子　　　５名
　女子　　　２名

監　督 藤平　敏治 37 さいたま市水道局 さいたま市

選　手
　成年男子 組手軽量級 高橋　真実 19 明海大学２年 さいたま市

組手中量級 佐藤　裕也 18 駒沢大学１年 さいたま市
組手重量級 佐藤　友哉 20 日本大学３年 さいたま市

監　　督　　　２名

合計　　８名

合計　１４名

合計　　７名



　成年女子 組手 西村　わこ 19 日本体育大学２年 行田市

　少年男子 組手 菊池　亮太 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
形 戸口　大輝 16 埼玉栄高校２年 さいたま市

　少年女子 組手 染谷　香予 17 花咲徳栄高校３年 加須市

　　 銃剣道競技 監　　  督　　２名

監督兼選手    １名
選手男子　　  ５名

監　督 塚本　滋一 51 陸上自衛隊第３２普通科連隊 さいたま市
成年男子兼選手 木村　智宏 31 陸上自衛隊第３２普通科連隊 さいたま市
少年男子 船橋　辰平 46 航空教育隊生徒隊 熊谷市

選　手
　成年男子 先鋒 土師　和也 25 陸上自衛隊第３２普通科連隊 さいたま市

中堅 高橋　　新 29 陸上自衛隊第３２普通科連隊 さいたま市
大将 木村　智宏 31 陸上自衛隊第３２普通科連隊 さいたま市

　少年男子 先鋒 小椋　謙斗 17 科学技術学園高校３年 熊谷市
中堅 南　　剛志 17 科学技術学園高校３年 熊谷市
大将 神　　綱之 17 科学技術学園高校３年 熊谷市

　　 クレー射撃競技 監督兼選手　　１名

選手男子　　  ２名

監　督 兼選手 栗原　貞夫 58 ㈱イルマオートセンター 日高市

選　手
　成　年 トラップ 栗原　貞夫 58 ㈱イルマオートセンター 日高市

野口　　章 58 有限会社野口石材 熊谷市
大山　重隆 27 (有)大山商事 戸田市

　　 なぎなた競技 監　　督　　　１名

　 選手女子　　　６名

監　督 鈴木　　亘 39 埼玉栄中学高校(教) さいたま市

選　手
　成年女子 大将 蓮見可奈恵 23 なぎなた連盟 川越市

中堅 栗原みほ子 18 日本女子体育大学１年 さいたま市
先鋒 篠塚雅菜美 19 神戸松蔭女子学院大２年 さいたま市

　少年女子 大将 若林　　舞 17 県立所沢北高校３年 所沢市
中堅 呉田　美有 17 拓殖大学第一高校３年 入間市
先鋒 浜野沙耶佳 16 埼玉栄高校２年 さいたま市

合計　　７名

合計　　３名

合計　　８名



　　 ボウリング競技 監　　督　　 ４名

選手男子　　 ６名
　女子　　 ４名

監　督 村田　　寛 73 埼玉県ボウリング連盟 深谷市
成年男子 稲葉　　実 61 埼玉県ボウリング連盟 さいたま市
成年女子 金子　正春 51 東京千曲産業(株) 飯能市
少年男子 温井　  英 60 埼玉県ボウリング連盟 本庄市

選　手
　成年男子 団体戦・個人戦 原田 　 優 25 (株)埼玉スポーツセンター 所沢市

　 〃 幸地　俊輔 22 (株)日本情報産業 朝霞市
　 〃 後藤　光司 50 ＫＤＤＩ さいたま市
　 〃 山中　將吉 26 (有)トライ 川口市

　成年女子 団体戦・個人戦 大丸谷　香 29 蓼科情報㈱ 川口市
　 〃 滝沢　靖子 56 埼玉県ボウリング連盟 さいたま市
　 〃 西井美由紀 52 (株)足利銀行春日部支店 春日部市
　 〃 唐津美佐子 59 埼玉県ボウリング連盟 春日部市

　少年男子 団体戦・個人戦 伊藤　兄己 17 県立朝霞西高校３年 朝霞市
　 〃 塚越　翔太 14 深谷市立上柴中学校３年 深谷市

　　 ゴルフ競技 監　　　督　　１名

監督兼選手　　１名
選手男子　　　２名
　女子　　　３名

監　督 成年男子兼選手  高橋　雅也 38 グラファイトデザイン 秩父市
女子 橋本　賢一 54 埼玉栄高校（教） さいたま市

選　手 成年男子 大塚　智之 18 日本大学１年 東松山市
高橋　雅也 38 グラファイトデザイン 秩父市
前田　　男 20 早稲田大学３年 所沢市

女子 冨澤真理子 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
山口　莉穂 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
江澤　亜弥 14 日高市立高麗川中学校３年 日高市

　ビーチバレー競技 選手男子　　　２名

　女子　　　２名

選　手 成年男子 徳武　　聡 35 株式会社ブリヂストン 春日部市
篠原　拡士 29 KDDI株式会社 川口市

成年女子 鈴木　祐美 25 川越市立川越第一小学校(教) 川越市
佐々木彩実 23 東京消防庁 川越市

　トライアスロン競技 選手男子　　　１名

　女子　　　１名

選　手 成年男子 原田雄太郎 28 (有)ケンズ 川越市
成年女子 川﨑由理奈 22 明治大学大学院 春日部市

合計２名

合計　４名

合計　　７名

合計　１４名


