
本部役員

団　長 上　田　清　司 公益財団法人埼玉県体育協会会長・埼玉県知事

副団長 櫻　井　勝　利 　　　　　　 〃　　　 　　副会長

森　　　正　博 　　　　　　 〃　　　 　　副会長

三　戸　一　嘉 　　　　　　 〃　　　 　　副会長兼専務理事

北　　　清　治 　　　　　　 〃　　　 　　副会長

杉　山　剛　士 　　　　　　 〃　　　 　　副会長

総監督 佐　藤　裕　之 埼玉県教育局市町村支援部スポーツ振興課長

総  務 有　川　秀　之 埼玉県体育協会選手強化対策委員会副委員長

油　井　正　幸 　　　　　　 〃

石　田　明　男 埼玉県中学校体育連盟会長

塩　野　　　潔 埼玉県教育委員会派遣帯同ドクター

小　林　正　幸 　　　　　　 〃

立　花　陽　明 　　　　　　 〃

織　田　哲　也 　　　　　　 〃

田　沼　浩　二 一般財団法人埼玉陸上競技協会強化委員

野　川　義　則 一般財団法人埼玉陸上競技協会強化委員

松　原　　　渉 埼玉県バレーボール協会理事長

坂　口　信　豊 埼玉県卓球協会副理事長

武　藤　幸　政 埼玉県ソフトボール協会理事長

総務員 柳川　典昭 岩﨑　充晃 豊田　稔之 樫浦　岳人 遠井　　学

二見　　元 山之内正隆 相坂　賢将 内田　健二 髙橋　美帆

岡田　謙司 長谷川　伸 栗原　健一 阿部　隆宏 久保　吉史

顧　問 細　田　德　治 埼玉県議会議長

　 松　本　恒　夫 　　〃　　副議長

田　村　琢　実 　　〃　　文教委員長

塩　川　　　修 埼玉県副知事

岩　﨑　康　夫 　　 〃　

清　水　松　代  埼玉県教育委員会委員長

原　田　隆　史 　　　〃　　　　委員長職務代理者

千　葉　照　實 　　  〃　 　　 委員長職務代理者

　田　敬　岳 　　　〃　 　　 委員

高　木　康　夫 　　　〃　　　　委員

関　根　郁　夫 　　　〃　　　　教育長

福　田　　　築 自衛隊体育学校長

西　村　暢　二 一般財団法人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 公益財団法人埼玉県サッカー協会会長

第６８回国民体育大会「スポーツ祭東京２０１３」埼玉県選手団本部役員名簿



斎　藤　　　博 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 埼玉県ボクシング連盟会長

三ツ林　裕　巳 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

石　井　次　男 埼玉県セーリング連盟会長代行

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 一般社団法人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

程　塚　孝　作 埼玉県野球連盟会長

増　渕　和　男 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

中　島　政　司 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

磯　井　貞　夫 埼玉県バドミントン協会会長

岡　田　義　助 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

野　澤　治　雄 公益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

古　川　俊　治 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

岡　田　義　昭 埼玉県クレー射撃協会会長

帆　足　光　代 埼玉県なぎなた連盟会長

村　田　　　寛 埼玉県ボウリング連盟会長

三　木　征一郎 埼玉県ゴルフ協会会長

浅　田　浩　之 埼玉県トライアスロン連合会長

旗  手 吉　野　雅　人 県立深谷高等学校３年

バレーボール競技　少年男子選手

第１３回世界ユース男子バレーボール選手権大会出場



陸上競技 監　　督　　　　４名

選手男子　　　１４名
　　女子　　　１５名

監　督 大塚　　寿 52 県立春日部高校(教) 春日部市
太田    涼 40 埼玉大学(教) さいたま市
野川　義則 40 川口市立川口総合高校(教) 川口市
田沼　浩二 56 県立越谷南高校(教) 越谷市

選　手
成年男子 100ｍ・リレー 藤光　謙司 26 ゼンリン さいたま市

400ｍ・リレー 中島　雅達 22 クレーマー 本庄市
ﾊﾝﾏｰ投 保坂雄志郎 21 筑波大学４年 東松山市
やり投 新井　涼平 21 国士舘大学４年 皆野町
800ｍ 宮崎　輝 26 自衛隊体育学校 朝霞市
10000ｍ競歩 荒井　広宙 24 自衛隊体育学校 朝霞市
リレー 小林　将一 19 東洋大学２年 三芳町

成年女子 100ｍ・リレー 内免　仁美 21 聖学院大学４年 春日部市
800ｍ 真下まなみ 21 筑波大学４年 深谷市
10000ｍ競歩 八木　　望 18 東京学芸大学１年 さいたま市
棒高跳・リレー 今野　美穂 23 トーエル 越谷市
ﾊﾝﾏｰ投 勝山　眸美 18 筑波大学１年 行田市

少年男子 A100ｍ・リレー 三田　真也 17 早大本庄高校３年 本庄市
A400ｍ・リレー 本間　大介 17 東京農大第三高校３年 東松山市
共800ｍ 服部　純哉 17 県立坂戸西高校３年 坂戸市
共棒高跳 末吉　龍太 16 県立羽生第一高校２年 羽生市
共5000ｍ競歩 楜澤　湧希 17 県立所沢西高校３年 所沢市
B砲丸投・リレー 秋場　康太 15 西武台高校１年 新座市
B200ｍ・リレー 五十幡亮汰 14 行田市立長野中学校３年 行田市

少年女子 A100ｍ 土井　杏南 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
Aハンマー投 江原　宇宙 16 県立進修館高校２年 行田市
A100ｍハードル・リレー 川上　風花 16 昌平高校２年 杉戸町
リレー 初見　笑里 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
リレー 秋葉　七海 17 県立松山女子高校３年 東松山市
B200ｍ・リレー 石井　菜摘 14 さいたま市立宮前中学校３年 さいたま市
B走幅跳 高橋　礼奈 15 県立蕨高校１年 蕨市
共棒高跳 生島　弥歩 17 県立越谷南高校３年 越谷市
共砲丸投 廣田　真衣 17 西武台高校３年 新座市
B100mハードル・リレー 中島　未貴 15 県立久喜高校１年 久喜市

〔４月１日現在 　　（教）：教員　　　（職）：職員〕

合計  ３３名



監　　督　　　６名

選手男子　　３５名
　　女子　　１７名

監　督 戸川　晴夫 51 春日部共栄高校(教) 春日部市
石森　昌治 61 埼玉スウィン春日部 春日部市

競　　泳 細貝　孝樹 47 花咲徳栄高校(教) 加須市
競　　泳 本崎　智久 30 自衛隊体育学校 朝霞市
飛　　込 小谷理貴子 57 川口スイミングクラブ 川口市
水　　球 加藤　英雄 52 秀明英光高校(教) 上尾市

競泳選手

成年男子 50m自由・100m自由 川内　勇輝 26 自衛隊体育学校 朝霞市
400m自由・100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 瀬戸　大也 18 早稲田大学１年 さいたま市
100m背泳 多田　邦徳 20 早稲田大学３年 春日部市
100m平泳 岡﨑晃一郎 26 自衛隊体育学校 朝霞市
200m個人Ｍ 高桑　  健 28 自衛隊体育学校 朝霞市
リレー 原田　蘭丸 25 自衛隊体育学校 朝霞市
リレー 山元　啓照 25 自衛隊体育学校 朝霞市

成年女子 50m自由・100m自由 雨宮　未侑 21 中京大学４年 春日部市
100m背泳 諸貫　瑛美 20 筑波大学３年 春日部市
100m平泳 浜野　麻綾 19 法政大学２年 蕨市
100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 星　奈津美 22 スウィン大教 蓮田市
200m個人Ｍ 大塚　美優 18 日本体育大学１年 蕨市
リレー 平井　稚菜 18 日本女子体育大学１年 春日部市

少年男子Ａ 50m自由・100m自由 丸山    徹 17 春日部共栄高校３年 春日部市
400m自由 束原　安寿 17 春日部共栄高校３年 春日部市
200m背泳 磯野　洋樹 17 春日部共栄高校３年 春日部市
200m平 山本　拓歩 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
200mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 矢島　優也 16 春日部共栄高校２年 春日部市
400m個人Ｍ 岩崎　　慶 16 武南高校２年 蕨市
リレー 阿久津直希 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
リレー 水村　　元 16 埼玉栄高校２年 さいたま市

少年男子Ｂ 50m自由 吉野　公晴 15 埼玉栄高校１年 さいたま市
100m自由・400m自由 小島　稔生 15 春日部共栄高校１年 春日部市
100m背泳 内藤　良太 15 埼玉栄高校１年 さいたま市
100m平泳 大木　淳平 15 春日部共栄高校１年 春日部市
100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 稲荷山　陸 15 埼玉栄高校１年 さいたま市
200m個人Ｍ 中村　大海 15 武南高校１年 蕨市
リレー 松本　　輝 15 春日部共栄高校１年 春日部市

少年女子Ａ 50m自由・100m自由 中田　愛海 16 県立浦和第一女子高校２年 さいたま市
200m背泳 梶野　美優 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
200m平泳 関口　美咲 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
200mﾊﾞﾀﾌﾗｲ・400m個人Ｍ 志賀珠理奈 16 武南高校２年 蕨市
リレー 中川　南美 17 武南高校３年 蕨市
リレー 大村　菜乃 15 花咲徳栄高校１年 加須市

少年女子Ｂ 50m自由・400m自由 大久保侑央 15 春日部共栄高校１年 春日部市
100m自由・100m背泳 石森　瑞奈 15 埼玉栄高校１年 さいたま市
100m平泳 末　　陽香 15 花咲徳栄高校１年 加須市
100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ・200m個人Ｍ 黒川さくら 15 埼玉栄高校１年 さいたま市
リレー 江森　　優 14 上尾市立上尾中学校３年 上尾市

合計 ５８名
水泳競技



飛込選手

成年男子 高飛込 小川　貴弘 22 川口スイミングクラブ さいたま市

少年男子 飛板飛込・高飛込 水間　誠人 15 埼玉栄高校１年 さいたま市

水球選手 Ｇ　Ｋ 小嶋　達幸 17 秀明英光高校３年 上尾市
Ｆ　Ｐ 佐藤　海輝 16 秀明英光高校２年 上尾市
Ｆ　Ｐ 濱田    周 16 秀明英光高校２年 上尾市
Ｆ　Ｐ 足立　聖弥 17 秀明英光高校３年 上尾市
Ｆ　Ｐ 山田精太郎 17 秀明英光高校３年 上尾市
Ｆ　Ｐ 青山　大輝 17 秀明英光高校３年 上尾市
Ｆ　Ｐ 深谷　周平 17 秀明英光高校３年 上尾市
Ｆ　Ｐ 山田　太一 16 秀明英光高校２年 上尾市
Ｆ　Ｐ 磯　龍太郎 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
Ｆ　Ｐ 中山　祐弥 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
Ｆ　Ｐ 吉田　皓輔 17 埼玉栄高校３年 さいたま市

サッカー競技 監　　督 　　　２名

監督兼選手　　 １名
選手男子　　 ３１名

監　督 坂庭　　泉 52 (公財)埼玉県サッカー協会 さいたま市
    成年男子兼選手 大野　恭平 34 県立三郷高校(教) 三郷市
　  少年男子 山﨑　　稔 47 県立入間向陽高校(教) 入間市

成年男子選手 Ｇ　Ｋ 上原　克彬 28 県立川口東高校(教) 川口市
Ｄ　Ｆ 鶴田　　純 29 (株)立飛リアルエステート 新座市
Ｄ　Ｆ 吉住　　敦 33 (株)日立ビルシステム さいたま市
Ｄ　Ｆ 石丸　皓三 29 (株)ＩＴＥ 川口市
Ｄ　Ｆ 鎌田 　 雄 27 イフイング(株) 志木市
Ｍ　Ｆ 柳沢  祐司 28 パイオニア川越事業所 川越市
Ｍ　Ｆ 大野　恭平 34 県立三郷高校(教) 三郷市
Ｍ　Ｆ 工藤  淳平 28 県立吉川美南高校(教) 吉川市
Ｍ　Ｆ 矢内　　徹 30 ケーオーデンタル(株) さいたま市
Ｍ　Ｆ 三浦　大輝 21 流通経済大学４年 新座市
Ｆ　Ｗ 鈴木  竜基 24 本田技研工業(株) 狭山市
Ｇ　Ｋ 小川　　駿 22 県立伊奈学園総合高校(教) 伊奈町
Ｄ　Ｆ 小松  靖和 25 県立川口特別支援学校(教) 川口市
Ｄ　Ｆ 甲能　　光 30 県立鳩ヶ谷高校(教) 川口市
Ｆ　Ｗ 宮島  利幸 29 県立三郷特別支援学校(教) 三郷市
Ｆ　Ｗ 磯部  隼也 21 法政大学４年 さいたま市

少年男子選手 Ｇ　Ｋ 加藤　有輝 15 県立志木高校１年 志木市
Ｄ　Ｆ 朝妻　佑斗 15 県立大宮南高校１年 さいたま市
Ｄ　Ｆ 東　　伸幸 15 さいたま市立大宮西高校１年 さいたま市
Ｄ　Ｆ 川上　開斗 15 県立大宮南高校１年 さいたま市
Ｄ　Ｆ 野崎　玲央 15 県立浦和北高校１年 さいたま市
Ｍ　Ｆ 高橋　聡史 15 県立蕨高校１年 蕨市
Ｍ　Ｆ 松崎　　快 15 県立浦和北高校１年 さいたま市
Ｍ　Ｆ 川田　拳登 15 県立浦和北高校１年 さいたま市
Ｆ　Ｗ 松澤　　彰 15 県立大宮武蔵野高校１年 さいたま市
Ｍ　Ｆ 黒川　淳史 15 県立浦和北高校１年 さいたま市
Ｆ　Ｗ 岩本　直也 15 県立入間向陽高校１年 入間市
Ｇ　Ｋ 大川　圭為 15 県立浦和西高校１年 さいたま市
Ｄ　Ｆ 中塩　大貴 15 県立大宮武蔵野高校１年 さいたま市
Ｍ　Ｆ 藤沼　拓夢 15 県立浦和北高校１年 さいたま市
Ｍ　Ｆ 堀内　千寛 15 県立志木高校１年 志木市
Ｆ　Ｗ 新井　瑞希 15 県立いずみ高校１年 さいたま市

合計　３４名



テニス競技 監　　督 　　  ３名

選手男子　　 　４名
　　女子　　 　４名

監　督 増田　　優 70 埼玉県テニス協会 上尾市
少年女子・成年男子 江本圭之介 48 県立越谷総合技術高校(教) 越谷市
少年男子・成年女子 原田　正明 68 (株)日東 坂戸市

選　手 成年男子　 江原　弘康 21 日清紡ホールディングス(株) 行田市
　 大城　　光 20 早稲田大学３年 上尾市

成年女子　 鍋谷　昌栄 23 明治安田生命相互保険会社 志木市
坂本　明香 18 専修大学１年 さいたま市

少年男子 三好　健太 17 秀明英光高校３年 上尾市
高畠　　寛 17 秀明英光高校３年 上尾市

少年女子 足立　真美 17 鹿島学園高校３年 行田市
金井　綾香 17 早稲田実業高校３年 さいたま市

監　　督　　　６名

選手男子　　１４名
　　女子　　１８名

監　督 和田　　卓 68 埼玉県ボート協会 戸田市
成年男子 坂本　昌志 28 戸田中央総合病院 戸田市
成年女子 野中　誠司 30 戸田中央総合病院 戸田市
少年男子 井上　雄祐 49 県立南稜高校(教) 戸田市
少年女子 松尾亜里紗 35 県立南稜高校(教) 戸田市
少年女子 滝島　　光 30 県立浦和第一女子高校(教) さいたま市

成年男子選手 舵手つきフォア　　Ｃ 山口　順大 19 日本大学２年 蓮田市
　　　〃　　    　Ｓ 田立　健太 29 戸田中央総合病院 戸田市
　　　〃　　　    ３ 常深　智博 29 伊藤忠テクノソリューションズ(株) 戸田市
　　　〃　　　    ２ 田中　洋平 22 戸田中央総合病院 戸田市
　　　〃　　    　Ｂ 島田　　翔 25 戸田中央総合病院 戸田市
　　　〃　　    　 野村　雅彦 49 ＮＴＴ東日本－東京中央 川口市

ダブルスカル　　　Ｓ 川元　英敏 29 戸田中央総合病院 戸田市
　　　〃　　　　　Ｂ 壽　啓一朗 29 (独)理化学研究所 和光市

成年女子選手 舵手つきｸォﾄﾞﾙﾌﾟﾙ Ｃ 大泉　　環 21 早稲田大学４年 草加市
　　　〃　　    　Ｓ 川本　　藍 19 日本体育大学２年 さいたま市
　　　〃　　　    ３ 新井　萌子 21 一橋大学４年 川口市
　　　〃　　　    ２ 望月みづほ 20 早稲田大学３年 さいたま市
　　　〃　　    　Ｂ 松岡　　結 20 明治大学３年 川口市
　　　〃　　    　 尾崎　恵理 21 日本女子体育大学４年 さいたま市

合計　１１名

合計　３８名
ボート競技



ダブルスカル　　　Ｓ 山本　杏香 18 明治大学１年 さいたま市
　　　〃　　    　Ｂ 矢能　　舞 21 一橋大学３年 戸田市

シングルスカル　　Ｓ 有山裕美子 18 明治大学１年 久喜市

少年男子選手 舵手つきｸォﾄﾞﾙﾌﾟﾙ Ｃ 仲野　　暦 17 慶應義塾志木高校３年 志木市
　　　〃　　    　Ｓ 納見　英明 17 県立南稜高校３年 戸田市
　　　〃　　　    ３ 伊藤　大生 16 県立南稜高校２年 戸田市
　　　〃　　　    ２ 杉本　宙睦 16 慶應義塾志木高校２年 志木市
　　　〃　　    　Ｂ 内田　優志 17 慶應義塾志木高校３年 志木市
　　　〃　　    　 塚越凛太郎 17 慶應義塾志木高校３年 志木市

少年女子選手 舵手つきｸォﾄﾞﾙﾌﾟﾙ Ｃ 黒川　結衣 17 県立南稜高校３年 戸田市
　　　〃　　    　Ｓ 小沢真夕稀 17 県立南稜高校３年 戸田市
　　　〃　　　    ３ 樋口　千織 17 県立南稜高校３年 戸田市
　　　〃　　　    ２ 藤原　伶衣 17 県立南稜高校３年 戸田市
　　　〃　　    　Ｂ 松尾律才子 17 県立南稜高校３年 戸田市
　　　〃　　    　 井口明日香 17 県立八潮高校３年 八潮市

ダブルスカル　　　Ｓ 恩田　栞奈 17 県立浦和第一女子高校３年 さいたま市
　　　〃　　　　　Ｂ 友納　瑠花 16 県立浦和第一女子高校２年 さいたま市

シングルスカル　　Ｓ 川﨑あかり 17 県立南稜高校３年 戸田市

ホッケー競技 監督兼選手　　　１名

選手男子　　　１２名

監　督 成年男子兼選手 塚田　敦司 33 埼玉西部消防組合 飯能市

選　手 成年男子 関澤　博之 26 診療印刷(株) 皆野町
浦前　良平 24 飯能市役所 飯能市
関谷　翔太 21 駿河台大学４年 飯能市
鈴木　大輔 24 飯能市役所 飯能市
引木　智徳 21 駿河台大学４年 飯能市
佐藤　　仁 28 サノフィ(株) 川越市
竹下　貴之 26 埼玉西部消防組合 日高市
浅見　　恒 23 埼玉西部消防組合 日高市
福島　駿介 24 飯能市役所 飯能市
粕谷　　徹 24 埼玉西部消防組合 飯能市
北里　謙治 23 飯能市役所 飯能市
草野　大介 22 飯能市役所 飯能市
塚田　敦司 33 埼玉西部消防組合 飯能市

ボクシング競技 監　　督　　　１名

選手男子　　　５名

監　督 成年男子 吉村　保則 38 自衛隊体育学校 朝霞市

選　手
成年男子 バンタム級 大城　雄介 24 自衛隊体育学校 朝霞市

ライト級 植田　　匠 19 自衛隊体育学校 朝霞市
ライトウェルター級 宇津木　秀 18 平成国際大学１年 加須市
ウェルター級 佐藤　龍士 24 自衛隊体育学校 朝霞市
ミドル級 中林　知也 24 自衛隊体育学校 朝霞市

合計　１３名

合計　６名



選手男子　　２４名
　　女子　　２４名

監 督 松原　　渉 56 県立春日部高校(教) 春日部市
成年男子 工藤　晴康 64 埼玉県バレーボール協会さいたま市
成年女子 吉田　敏明 58 上尾メディックス 上尾市
少年男子 小林　　旭 48 県立深谷高校(教) 深谷市
少年女子 伊藤　潔美 53 細田学園高校(教) 志木市

選 手 成年男子 南　　佳孝 33 県立大宮東高校(教) さいたま市
竹崎　敬介 32 県立大宮東高校(教) さいたま市
切山　雄樹 28 ジブラルタ生命 白岡市
若月　建吾 27 じんどう整骨院 さいたま市
中津　芳文 23 浦和興産(株) さいたま市
長澤　淳一 28 さいたま市立大成中学(教) さいたま市
佐孝　俊輔 30 シグマベンディングサ－ビス(株) さいたま市
石田　祐司 20 大東文化大学３年 東松山市
林　　佑樹 19 大東文化大学２年 東松山市
茂木　祐太 20 大東文化大学３年 東松山市
石川雄一郎 25 東京消防庁 春日部市
金丸　真司 22 昌平高校(教) 杉戸町

成年女子 皆本明日香 25 上尾メディックス 上尾市
関　　　舞 23 上尾メディックス 上尾市
大内　志織 23 上尾メディックス 上尾市
吉村　志穂 23 上尾メディックス 上尾市
三浦　茉実 19 上尾メディックス 上尾市
土田　望未 26 上尾メディックス 上尾市
東谷　幸子 23 上尾メディックス 上尾市
丸山　裕子 23 上尾メディックス 上尾市
近藤　志歩 22 上尾メディックス 上尾市
竹田　江里 22 上尾メディックス 上尾市
小笹奈津子 18 上尾メディックス 上尾市
山岸あかね 22 上尾メディックス 上尾市

少年男子 岡本　幸大 17 県立深谷高校３年 深谷市
鈴木　卓磨 17 県立深谷高校３年 深谷市
青木　優太 17 春日部共栄高校３年 春日部市
吉野　雅人 17 県立深谷高校３年 深谷市
中村　博央 17 春日部共栄高校３年 春日部市
塚原　慎也 17 県立本庄高校３年 本庄市
本島　悠貴 16 春日部共栄高校２年 春日部市
宇佐美研人 17 県立深谷高校３年 深谷市
福澤　直己 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
新　　大季 17 県立深谷高校３年 深谷市
青木　悠馬 16 県立深谷高校２年 深谷市
原田　　守 17 正智深谷高校３年 深谷市

少年女子 小山　葉月 17 細田学園高校３年 志木市
丸一　佳夏 17 細田学園高校３年 志木市
松宮茉莉亜 17 細田学園高校３年 志木市
大久保奈美 16 細田学園高校２年 志木市
山田真由美 16 細田学園高校２年 志木市
久保田　芽 17 細田学園高校３年 志木市
石井　風吹 16 細田学園高校２年 志木市
戸田麻菜美 16 細田学園高校２年 志木市
大塚　海月 15 細田学園高校１年 志木市
高橋　莉奈 15 細田学園高校１年 志木市
柳下　夏苗 17 春日部共栄高校３年 春日部市
澤田　由佳 16 市立川越高校２年 川越市

バレーボール競技 監　　督　　　５名
合計　５３名



体操競技 監　　督　　　５名

選手男子　　　８名
　　女子　　　９名

監　督 新島　隆光 58 県立岩槻高校(教) さいたま市
成年男子 西村　圭一 34 埼玉栄高校(教) さいたま市
少年男子 堀出　一夫 61 埼玉栄高校(教) さいたま市
少年女子 菅原　　寛 62 ＮＰＯ法人戸田スポーツクラブ 戸田市
少年女子新体操 酒井真由美 49 星野学園星野高校(教) 川越市

選　手 成年男子 寺尾　尚之 25 朝日生命 さいたま市
渡邊　恭一 25 徳洲会 さいたま市
武田　一志 20 日本体育大学３年 さいたま市
鈴木　康平 19 日本体育大学２年 伊奈町

少年男子 神津源一郎 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
加藤　裕斗 15 埼玉栄高校１年 さいたま市
檜野　遥希 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
小山　敏生 17 県立大宮東高校３年 さいたま市

少年女子 宮内　玲奈 15 県立戸田翔陽高校１年 戸田市
福永　千紗 15 埼玉栄高校１年 さいたま市
山本優理子 16 県立戸田翔陽高校２年 戸田市
網中　萌華 16 埼玉栄高校２年 さいたま市

少年女子新体操 木俣ゆき美 15 星野学園星野高校１年 川越市
木村明日香 16 星野学園星野高校２年 川越市
平田　凪彩 16 星野学園星野高校２年 川越市
河野　榛香 17 星野学園星野高校３年 川越市
喜多　優希 16 星野学園星野高校２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 小杉　　稔 57 (株)メディセオ 加須市

選　手 成年女子 角　璃津子 25 (株)メディセオ埼玉センター 加須市
三田江里子 29 (株)メディセオ東京センター 三郷市
長谷川知代 29 川口市立南中学校(教) 川口市
中山　千種 27 (株)メディセオ埼玉センター 加須市
橋住　桃子 26 (株)メディセオ埼玉センター 加須市
中川あゆみ 26 (株)メディセオ埼玉センター 加須市
伊藤　　茜 19 大東文化大学２年 坂戸市
保岡　麻綾 20 (株)メディセオ埼玉センター 加須市
増子　友紀 22 越谷市立千間台小学校(教) 越谷市
木村　友香 26 (株)メディセオ埼玉センター 加須市
三上　京子 19 大東文化大学２年 上尾市

合計　１２名

合計　２２名



レスリング競技 監　　督　　 　３名

選手男子　　 １３名

監　督 野口　篤史 46 埼玉栄高校(教) さいたま市
成年 鈴木　　豊 34 自衛隊体育学校 朝霞市
少年 高坂　拓也 32 花咲徳栄高校(教) 加須市

選　手 　
成年男子 フリー　　６６ｋｇ級 野田　寛人 27 自衛隊体育学校 朝霞市

フリー　　８４ｋｇ級 細谷翔太朗 21 日本大学４年 加須市
フリー　　９６ｋｇ級 浅見　哲郎 26 東亜学園高校(教) さいたま市
フリー　１２０ｋｇ級 岡　　倫之 21 日本大学４年 加須市
グレコ　　５５ｋｇ級 清水　早伸 24 自衛隊体育学校 朝霞市
グレコ　　７４ｋｇ級 藤村　　義 31 自衛隊体育学校 朝霞市

少年男子 フリー　　５５ｋｇ級 前田　頼夢 17 花咲徳栄高校３年 加須市
フリー　　６６ｋｇ級 田辺　雄史 16 花咲徳栄高校２年 加須市
フリー　　９６ｋｇ級 坂田　龍星 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
フリー　１２０ｋｇ級 山本　泰丈 16 花咲徳栄高校２年 加須市
グレコ　　６０ｋｇ級 難波　　陽 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
グレコ　　７４ｋｇ級 山﨑弥十朗 15 埼玉栄高校１年 さいたま市
グレコ　　８４ｋｇ級 武田　光司 17 埼玉栄高校３年 さいたま市

セーリング競技 監　　督　　　２名

選手男子　　  ３名
　　女子　　　１名

監　督 成年男女 谷　　正安 45 川口市役所 川口市
少年男子 田口　公一 72 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 53 本田技研工業(株) 朝霞市

国体ウインドサーフィン級 安倍　　匠 19 武蔵大学２年 朝霞市

成年女子 国体ウインドサーフィン級 錬石　恵子 45 富士フイルム(株) さいたま市

少年男子 シーホッパーＳＲ級 柳内　航平 15 慶應義塾高校１年 さいたま市

選手男子　　　７名

監　督 鈴木　和美 36 自衛隊体育学校 朝霞市
吉野    岳 31 埼玉栄高校(教) さいたま市

選　手
成年男子 ５３ｋｇ級 大向　航一 22 (株)アーバンセキュリティー 加須市

５６ｋｇ級 越知　一平 29 自衛隊体育学校 朝霞市
６９ｋｇ級 上地　克彦 27 自衛隊体育学校 朝霞市
９４ｋｇ級 知念　辰吾 24 自衛隊体育学校 朝霞市

少年男子 ５３ｋｇ級 後藤　　将 17 県立川口高校３年 川口市
５６ｋｇ級 菊池　陸人 17 埼玉栄高校３年 さいたま市

　８５ｋｇ級　 長谷川康介 16 埼玉栄高校２年 さいたま市

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技 監　　督　  　２名
合計　　９名

合計　　６名

合計　１６名



ハンドボール競技 監　　督　　　４名

選手男子　　２４名
　　女子　　１２名

監　督 岩本　　明 51 浦和学院高校(教) さいたま市
成年男子 岩本　真典 42 大崎電気工業(株) 三芳町
少年男子 大高　正人 39 埼玉栄高校(教) さいたま市
少年女子 綿引　　智 49 県立川口北高校(教) 川口市

選　手 成年男子 木村　昌丈 22 大崎電気工業(株) 三芳町
時村　浩幹 24 大崎電気工業(株) 三芳町
小澤　広太 27 大崎電気工業(株) 三芳町
信太　弘樹 23 大崎電気工業(株) 三芳町
岩永　　生 29 大崎電気工業(株) 三芳町
豊田　賢治 33 大崎電気工業(株) 三芳町
宮﨑　大輔 31 大崎電気工業(株) 三芳町
東長濱秀希 25 大崎電気工業(株) 三芳町
永島　英明 36 大崎電気工業(株) 三芳町
小室　大地 24 大崎電気工業(株) 三芳町
森　　　淳 26 大崎電気工業(株) 三芳町
浦和　克行 31 大崎電気工業(株) 三芳町

少年男子 高橋　弘人 17 浦和学院高校３年 さいたま市
斎藤　航大 17 浦和学院高校３年 さいたま市
玉川　裕康 17 浦和学院高校３年 さいたま市
大島　幸人 17 浦和学院高校３年 さいたま市
豊田　哲生 17 浦和学院高校３年 さいたま市
斎藤　祐作 17 浦和学院高校３年 さいたま市
加藤　哀樹 17 浦和学院高校３年 さいたま市
山本　祐輝 15 浦和学院高校１年 さいたま市
安岡　　諒 16 浦和学院高校２年 さいたま市
曽根     17 県立越谷南高校３年 越谷市
高橋　恵吾 17 県立八潮高校３年 八潮市
深井　亮太 16 浦和学院高校２年 さいたま市

少年女子 渋谷　優衣 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
團　玲伊奈 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
岡野　　栞 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
田畑　留菜 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
大山　仁美 17 浦和実業学園高校３年 さいたま市
大郷　　瞳 17 浦和実業学園高校３年 さいたま市
眞方　彩帆 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
森永　早紀 16 浦和実業学園高校２年 さいたま市
鈴木　瑠夏 16 浦和実業学園高校２年 さいたま市
篠田　有伽 16 浦和実業学園高校２年 さいたま市
海老原加英 16 県立大宮高校２年 さいたま市
長谷川優茉 16 埼玉栄高校２年 さいたま市

合計　４０名



　　　　

自転車競技 監　　督　　　１名

監督兼ﾒｶﾆｼｬﾝ  １名

男子選手  　　９名

監　督 成年男子 倉上　友和 32 県立和光高校(教) 和光市
少年男子兼メカニシャン 野口　　勇 51 栄北高校(職) 伊奈町

選　手
成年男子 ＫＥ・ＴＳ 植原　琢也 18 法政大学1年 さいたま市

ＫＭ・ＴＳ 山内　厚二 20 日本体育大学３年 伊奈町
ＰＲ・ＴＰ 佐々木勇輔 20 早稲田大学３年 上里町
ＭＳ・ＴＰ 嶌田　義明 24 Team　UKYO ときがわ町

少年男子 ＫＭ・ＴＰ 早川　侑哉 17 栄北高校３年 伊奈町
ＰＲ・ＴＰ 塩田　航平 17 栄北高校３年 伊奈町
ＳＰ・ＴＰ 猿田　　匠 17 栄北高校３年 伊奈町
ＫＥ・ＴＳ 新井　友陽 16 県立川越工業高校２年 川越市
ＭＳ・ＴＳ 西内　秀明 16 小松原高校２年 さいたま市

選手男子　　  ６名

監　督 小林　久夫 54 県立松山高校(教) 東松山市

選　手 少年男子 福嶋　直輝 17 県立松山高校３年 東松山市
井山裕太郎 17 県立松山高校３年 東松山市
吉田　一貴 17 県立上尾高校３年 上尾市
前田　翔平 17 県立上尾高校３年 上尾市
中島　偉吹 17 武蔵越生高校３年 越生町
小野　勇希 17 武蔵越生高校３年 越生町

卓球競技 監　　督　　　４名

選手男子　　　３名
　 　　女子　　　６名

　 監　督 坂口　信豊 63 埼玉県卓球協会 上尾市
成年女子 高橋　正郎 54 県立飯能高校(教) 飯能市
少年男子 若森　　均 53 埼玉栄高校(教) さいたま市
少年女子 平　　亮太 41 正智深谷高校(教) 深谷市

選　手 成年女子 池上　玲子 18 東京富士大学１年 深谷市
稲田　侑加 20 東京富士大学３年 深谷市
伊積ひかり 22 青木信用金庫 久喜市

少年男子 島村　直道 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
松山　昂樹 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
吉野　　樹 17 狭山ヶ丘高校３年 入間市

少年女子 平　侑里香 17 正智深谷高校３年 深谷市
平　真由香 15 正智深谷高校１年 深谷市
牛嶋　星羅 15 正智深谷高校１年 深谷市

ソフトテニス競技

合計　１３名

監    督　　　１名

合計　１１名

合計　　７名



相撲競技 監　　督　　　３名

選手男子　　　８名

監　督 稲毛　　修 55 県立蕨高校(教) 蕨市
成年男子 栂木　崇行 38 日本通運(株) さいたま市
少年男子 山田　道紀 47 埼玉栄高校(職) さいたま市

選　手
成年男子 先鋒 芝　　　匠 21 日本大学４年 さいたま市

中堅 津島　竜太 24 日本通運(株) さいたま市
大将 榎本　翔太 27 日本通運(株) さいたま市

少年男子 先鋒 佐藤　貴信 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
二陣 山本　正克 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
中堅 沢田日登志 15 埼玉栄高校１年 さいたま市
副将 鎌谷　正且 15 埼玉栄高校１年 さいたま市
大将 片村　敬也 17 埼玉栄高校３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　　　　　２名
　　女子　　　　　３名

監督兼選手 西塚　重二 47 駿ホースクラブ 本庄市
酒井　凱生 17 立教新座高校３年 新座市

選　手 成年男子 西塚　重二 47 駿ホースクラブ 本庄市
髙田　耕平 34 STABLE HORSE POWER 鳩山町

成年女子 川口麻衣子 39 駿ホースクラブ 本庄市

少年 武道　芙祐 16 県立蕨高校２年 蕨市
酒井　凱生 17 立教新座高校３年 新座市
桜井秀一郎 16 春日部共栄高校２年 春日部市
大嶋夏菜子 16 聖望学園高校２年 飯能市

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 西村　典子 36 埼玉栄高校(教) さいたま市
成年男子兼選手 北川隆之介 21 早稲田大学４年 久喜市
成年女子兼選手 草野　広美 23 (株)NEXUS さいたま市
少年男子 千野　一也 58 埼玉栄高校(教) さいたま市

選　手 成年男子 北川隆之介 21 早稲田大学４年 久喜市
北川宗一郎 24 埼玉クラブ 久喜市
鈴木　隼生 23 埼玉クラブ さいたま市

成年女子 草野　広美 23 (株)NEXUS さいたま市
荻根澤千鶴 26 埼玉クラブ さいたま市
中野　早織 22 埼玉クラブ さいたま市

少年男子 山根　周祐 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
田高　広基 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
岸　　貴範 16 埼玉栄高校２年 さいたま市

ホースマネージャー兼選手

合計　１１名

　　合計 　７名　　

　　合計　１１名　　



柔道競技 監　　督　　　４名

選手男子　　１０名
　 　　女子　　　３名

監　督 本松　好正 57 埼玉栄高校(職) さいたま市
成年男子 鴨治　貴司 46 埼玉県警察機動隊 朝霞市
少年男子 勝部　　武 40 県立桶川高校(教) 桶川市
少年女子 川原　　篤 44 埼玉栄高校(教) さいたま市

選　手
　成年男子 先鋒 関根　文彦 23 自衛隊体育学校 朝霞市

次鋒 塚田　惠一 22 埼玉県警察学校 さいたま市
中堅 清水　大樹 21 埼玉大学４年 さいたま市
副将 鈴木　拓巳 23 埼玉県警察朝霞警察署 朝霞市
大将 新井　信吾 28 埼玉県警察機動隊 朝霞市

　少年男子 先鋒 山﨑　和也 17 西武台高校３年 新座市
次鋒 加藤　颯梧 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
中堅 園田　亮輔 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
副将 渡辺　大樹 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
大将 吉原　大智 17 埼玉栄高校３年 さいたま市

　
　少年女子 先鋒 川辺　彩香 17 花咲徳栄高校３年 加須市

中堅 安　　沙好 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
大将 冨田　若春 15 埼玉栄高校１年 さいたま市

選手男子　　１３名
　　女子　　１３名

監　督 武藤　幸政 71 埼玉県ソフトボール協会 三芳町
少年男子 宇草　康祐 50 埼玉栄高校(教) さいたま市
少年女子 松島　京子 38 星野高校(教) 川越市

少年男子 中島　優人 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
田口　英雄 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
萩原　晨仁 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
松本　優希 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
中島　弘稀 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
浅海　和希 17 県立秩父農工科学高校３年 秩父市
西田　勘汰 17 県立秩父農工科学高校３年 秩父市
高橋　和樹 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
中島　悠貴 16 県立秩父農工科学高校２年 秩父市
猪野　真史 17 川越東高校３年 川越市
鎌田　巧輝 17 県立秩父農工科学高校３年 秩父市
内田　圭哉 15 埼玉栄高校１年 さいたま市
佐藤　拓矢 16 埼玉栄高校２年 さいたま市

少年女子 中村　美樹 16 星野高校２年 川越市
古平　綾香 16 星野高校２年 川越市
白川　美祐 17 星野高校３年 川越市
倉根　沙枝 17 星野高校３年 川越市
大森　　楓 17 星野高校３年 川越市
本間　　睦 16 星野高校２年 川越市
田波里緒子 15 星野高校１年 川越市
子安　愛美 16 星野高校２年 川越市
花岡千香子 16 星野高校２年 川越市
岡　　美月 17 星野高校３年 川越市
中島みのり 17 花咲徳栄高校３年 加須市
児島　真生 17 花咲徳栄高校３年 加須市
小川原　結 17 埼玉栄高校３年 さいたま市

合計　１７名

ソフトボール競技 監　　督　　　３名
合計　２９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 森田　真史 53 狭山清陵高校(教) 狭山市
成年男子 中西　洋介 33 日本ユニシス(株) 和光市
成年女子 明石　倫子 32 埼玉県バドミントン協会 草加市
少年男子 大屋　貴司 44 埼玉栄高校(教) さいたま市
少年女子 山田　秀樹 42 ユニアデックス(株) 久喜市

選　手　 成年男子 遠藤　大由 26 日本ユニシス(株) さいたま市
山田　和司 26 日本ユニシス(株) さいたま市
和田　　周 22 ＮＴＴ東日本(株) さいたま市

成年女子 川端すみれ 20 日本体育大学３年 さいたま市
廣川　紗彩 20 帝京大学３年 さいたま市
渡邉あかね 18 ＮＴＴ東日本(株) さいたま市

少年男子 五十嵐　優 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
中里　裕貴 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
小野寺裕介 17 埼玉栄高校３年 さいたま市

少年女子 中西　貴映 17 県立大宮東高校３年 さいたま市
清水　　望 16 県立大宮東高校２年 さいたま市
川島　里羅 16 埼玉栄高校２年 さいたま市

選手女子　　  ２名

監　督 成年女子兼選手 小野千絵美 32 (株)ルネサンス さいたま市

成年女子 下村　友香 24 越谷市役所 越谷市
桑原　　忍 44 加須市役所 加須市
小野千絵美 32 (株)ルネサンス さいたま市

ライフル射撃競技 監　　督　　　２名

選手男子　　　８名
　 　　女子　　　５名

監　督 藤井　　清 51 埼玉県警察本部 さいたま市
中尾　　乾 40 自衛隊体育学校 朝霞市

選　手
　成年男子 50m3×40M 小笠　太志 30 自衛隊体育学校 朝霞市

50mP60M･50mK20M 富澤　功嗣 25 自衛隊体育学校 朝霞市
10mAP60M 森　　栄太 29 自衛隊体育学校 朝霞市
CP60M･CP30M 本村　将紀 28 埼玉県警察機動隊 朝霞市
10mS60M･10mP60M 阿部　　智 20 中央大学３年 さいたま市

　成年女子 10mAP40W 上之園奈津子 46 埼玉県警察本部 さいたま市
10mS40W･10mP40W 宮川ちさと 18 日本大学１年 戸田市
50m3×20W･50mP60W 澁井　菜月 21 日本大学４年 さいたま市

少年男子 10mS60JM 谷岡　　拓 17 栄北高校３年 伊奈町
BRS60JM･BRS30JM 村上　　諒 17 栄北高校３年 伊奈町
BP40JM 長井　智弘 17 栄北高校３年 伊奈町

　少年女子 BRS40JW･BRS20JW 千葉　朔海 16 栄北高校２年 伊奈町
10mS40JW 阿部　美咲 17 国際学院高校３年 伊奈町

監督兼選手　　１名弓道競技

合計　１７名

合計　３名

合計 １５名



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 金子　信昭 49 県立白岡高校(教) 白岡市
少年女子 平井　健輔 37 淑徳与野高校(教) さいたま市

選　手
成年男子 先鋒 足立　柳次 22 埼玉県警察学校 さいたま市

次鋒 嶋田　貴文 29 埼玉県警察本部警部機動隊 朝霞市
中堅 米屋　勇一 36 埼玉県警察本部警部機動隊 朝霞市
副将 金子　信昭 49 県立白岡高校(教) 白岡市
大将 加治屋速人 59 埼玉県警察本部教養課 さいたま市

少年女子 先鋒 駒林　八枝 17 淑徳与野高校３年 さいたま市
次鋒 岡﨑　愛美 17 淑徳与野高校３年 さいたま市
中堅 辻本　　葵 17 淑徳与野高校３年 さいたま市
副将 尾関　　奏 17 淑徳与野高校３年 さいたま市
大将 端　真璃華 17 埼玉栄高校３年 さいたま市

山岳競技 監　　督　　　４名

選手男子　　　４名
　　女子　　　２名

監　督 宇津木秀二 51 県立伊奈学園総合高校(教) 伊奈町
成年男子 小茂田利孝 64 埼玉県山岳連盟 上尾市
少年男子 内海　　信 54 県立春日部工業高校(教) 春日部市
少年女子 岡野　次男 53 県立川口工業高校(教) 川口市

選　手 成年男子 佐々木政明 23 (株)Fidoスポーツ 加須市
杉　　卓洋 22 東京農工大学大学院 朝霞市

少年男子 是永敬一郎 17 京北高校３年 川口市
波田　悠貴 15 県立久喜工業高校１年 久喜市

少年女子 尾上　　彩 17 埼玉県山岳連盟 川口市
坂井　絢音 16 埼玉県山岳連盟 川越市

カヌー競技 監　　督　　　２名

選手男子　　　１名
　 　　女子　　　３名

監　督 ＣＳＰ 會田　浩二 36 県立越谷東高校(教) 越谷市
ＣＳＬ・ＷＷＣ 笹川　佳範 47 (株)協和地質コンサルタント さいたま市

成年男子選手 ＣＳＬ　Ｋ－１ 佐藤　俊平 33 ＭＦＣＣ埼玉 草加市

成年女子選手 ＣＳＬ　Ｋ－１ 矢澤　亜季 21 駿河台大学４年 飯能市
ＷＷＣ　Ｋ－１ 新井久美子 22 (株)オーエンス 桶川市

少年女子選手 ＣＳＰ　Ｋ－１ 古川　真子 16 さいたま市立大宮北高校２年 さいたま市

合計　１１名

合計　１０名

合計　６名



監　　督　　　１名

選手男子　　　３名
　　女子　　　３名

監　督 成年男子 柴田雄一郎 33 自衛隊体育学校 朝霞市

選　手 成年男子 島村　健一 27 高鳥商会 宮代町
岩崎　恭平 19 日本体育大学２年 宮代町
辻岡　拓也 23 自衛隊体育学校 朝霞市

成年女子 澤出　愛美 24 自衛隊体育学校 朝霞市
貫野まいこ 24 自衛隊体育学校 朝霞市
寺井　真美 26 自衛隊体育学校 朝霞市

空手道競技 監　　督　　　１名

選手男子　　　５名
　　女子　　　２名

監　督 藤江　辰徳 32 埼玉栄高校(教) さいたま市

選　手
　成年男子 組手軽量級 月井小次郎 19 日本大学２年 新座市

組手中量級 石塚　将也 19 帝京大学２年 加須市
組手重量級 森　  一馬 20 近畿大学３年 さいたま市
形 戸口　大輝 20 山梨学院大学３年 さいたま市

　成年女子 組手 高橋　夏樹 18 帝京大学１年 加須市
　少年男子 組手 中野　力斗 17 花咲徳栄高校３年 加須市
　少年女子 組手 別府　遥香 17 埼玉栄高校３年 さいたま市

銃剣道競技 監督兼選手　　１名

選手男子　　  ２名

監　督 成年男子兼選手 木村　智宏 35 陸上自衛隊第３２普通科連隊 さいたま市

選　手
　成年男子 先鋒 木村　智宏 35 陸上自衛隊第３２普通科連隊 さいたま市

中堅 俵山　  崇 32 陸上自衛隊第３２普通科連隊 さいたま市
大将 田上　雅大 33 陸上自衛隊第３２普通科連隊 さいたま市

クレー射撃競技 監督兼選手　　１名

選手男子　　  ２名

監　督 成年男子兼選手 寺田　真二 43 (株)電工 熊谷市

選　手
　成　年 トラップ 大山　重隆 31 大山商事(有)　 戸田市

寺田　真二 43 (株)電工 熊谷市
小林　庸一 42 (株)浦和銃砲火薬店 さいたま市

アーチェリー競技

合計　　３名

合計　　８名

合計　　３名

合計　  ７名



なぎなた競技 監　　督　　　１名

　 選手女子　　　６名

監　督 成年女子 芦川　寿美 50 朝霞市なぎなた連盟 朝霞市

選　手
　成年女子 大将 篠塚雅菜美 23 さいたま市なぎなた連盟 さいたま市

中堅 髙瀬　  怜 21 国際武道大学４年 さいたま市
先鋒 橋本　実紀 20 日本女子体育大学３年 上尾市

　少年女子 大将 堀内　彩日 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
中堅 中里　志穏 17 県立浦和第一女子高校３年 さいたま市
先鋒 土田　翔子 16 埼玉栄高校２年 さいたま市

ボウリング競技 監　　督　　 ４名

選手男子　　 ４名
　　女子　　 ６名

監　督 関根　忠夫 72 大星電気(株) 狭山市
成年男子 金子　正春 55 東京千曲産業(株) 飯能市
成年女子 坂本　玲子 52 春日部市立緑中学校(職) 春日部市
少年女子 沼上　孝幸 60 (株)宮川ホーム 日高市

選　手
　成年男子 団体戦・個人戦 秋元　優志 23 ＪＲ東日本 蕨市

　 〃 佐渡山　肇 52 松本機工(株) 北本市
　 〃 櫛笥　亮圓 18 大正大学１年 富士見市
　 〃 押野　和之 25 国立病院機構東埼玉病院 桶川市

　成年女子 団体戦・個人戦 山中　　香 33 蓼科情報株式会社 川口市
　 〃 津澤　久美 30 日本エスクロセンター 川口市
　 〃 大嶋　有香 19 (株)イースタンスポーツ 川越市
　 〃 吉田由美子 53 日本マクドナルド 三郷市

　少年女子 団体戦・個人戦 本橋　優美 16 県立飯能南高校２年 所沢市
　 〃 岡田　友貴 15 青森山田高校東京校１年 川口市

ゴルフ競技 監　　督　　　３名

選手男子　　　６名
　　女子　　　３名

監　督 三木征一郎 74 埼玉県ゴルフ協会 富士見市
成年男子・女子 橋本　賢一 58 埼玉栄高校(教) さいたま市
少年男子 緋田　幸朗 50 正智深谷高校(教) 深谷市

選　手 成年男子 内海　雅人 18 (株)ニシキ ときがわ町
大関　  翔 25 ゴルフパル大宮 さいたま市
堀江　靖見 50 県立鳩山高校(教) 鳩山町

少年男子 蛯名　大和 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
李　　　雄 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
山田　祥暉 17 埼玉栄高校３年 さいたま市

女子 渡邊　　碧 17 埼玉平成高校３年 毛呂山町
宮本　香怜 15 埼玉栄高校１年 さいたま市
沼田　玲奈 16 埼玉栄高校２年 さいたま市

合計　１２名

合計　１４名

合計　　７名



トライアスロン 選手男子　　  １名

　　女子　　  １名

選　手
成年男子 梅田　祐輝 28 埼玉県トライアスロン連合 東松山市

成年女子 川崎由理奈 26 埼玉県トライアスロン連合 春日部市

ビーチバレー 監　　督　　 ２名

選手男子　　 ２名
　　女子　　 ２名

監　督 成年男子 増満　恵一 55 日本ウエルネススポーツ大学(教) 春日部市
成年女子 高田　秀幸 31 県立川口清陵高校(教) 川口市

選　手 成年男子 長谷川　翔 26 埼玉県バレーボール協会 さいたま市
髙橋　　巧 21 了徳寺大学 さいたま市

成年女子 佐々木彩実 27 埼玉県バレーボール協会 川越市
南谷　綾華 30 埼玉県バレーボール協会 さいたま市

合計　　６名

合計　　２名



専任 兼選手 専任 兼選手

(50) (50)

19

1 (2) 4 14 15 33

2 5 1 35 17 58

3 2 (1) 32 34

4 3 4 4 11

5 4 2 14 18 38

6 (1) 13 13

7 1 5 6

8 (1) 5 24 24 53

9 4 1 8 9 22

10 1 11 12

11 3 13 16

12 2 3 1 6

13 2 7 9

14 4 24 12 40

15 2 9 11

16 1 6 7

17 (1) 4 3 6 13

18 0

19 3 8 11

20 (1) 4 3 7

21 1 (1) 1 (1) 6 3 11

22 4 10 3 17

23 (1) 2 1 13 13 29

24 4 1 6 6 17

25 (1) 3 3

26 2 8 5 15

27 1 (1) 5 5 11

28 0

29 4 4 2 10

30 2 1 3 6

31 1 3 3 7

32 1 5 2 8

33 (1) 3 3

34 (1) 3 3

35 1 6 7

36 3 1 4 6 14

37 3 6 3 12

38 1 1 2

39 2 2 2 6

80 (7) 9 (2) 306 186 581

14 （５）

※１

※１　本部役員　１９ 名の内、各競技欄にある（　　）は兼監督のため監督に含まれている。

※２　監督欄の（　　）は兼選手で選手数に含まれている。

◎（　　）は合計に加えない。

※２ 492 595

ト ラ イ ア ス ロ ン

ビ ー チ バ レ ー

監督・選手計

合　　　　　計 (50) 89 （９）

空 手 道

銃 剣 道

ク レ ー 射 撃

な ぎ な た

ボ ウ リ ン グ

ゴ ル フ

ラ イ フ ル 射 撃

剣 道

ﾗ ｸ ﾞ ﾋ ﾞ ｰ ﾌ ｯ ﾄ ﾎ ﾞ ｰ ﾙ

山 岳

カ ヌ ー

ア ー チ ェ リ ー

馬 術

フ ェ ン シ ン グ

柔 道

ソ フ ト ボ ー ル

バ ド ミ ン ト ン

弓 道

ハ ン ド ボ ー ル

自 転 車

ソ フ ト テ ニ ス

卓 球

軟 式 野 球

相 撲

バ レ ー ボ ー ル

体 操

ﾊ ﾞ ｽ ｹ ｯ ﾄ ﾎ ﾞ ｰ ﾙ

レ ス リ ン グ

セ ー リ ン グ

ｳ ｴ ｲ ﾄ ﾘ ﾌ ﾃ ｨ ﾝ ｸ ﾞ

水 泳

サ ッ カ ー

テ ニ ス

ボ ー ト

ホ ッ ケ ー

ボ ク シ ン グ

男子 女子

顧　　　　　　問

本　部　役　員      19 ※１

陸 上 競 技

第６８回国民体育大会「スポーツ祭　東京　２０１３」埼玉県選手団総数

No 区分及び競技名 顧問 本部役員

監督 選手

合計男子 女子
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