
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 羽　鳥　利　明 　　　　　　 〃　　　 　　副会長

宮　内　孝　知 　　　　　　 〃　　　 　　副会長

茂　木　敬　司 　　　　　　 〃　　　 　　副会長

　 新　井　　　彰 　　　　　　 〃　　　 　　副会長

小　島　克　也 　　　　　　 〃　　　 　　副会長

河　本　　　弘 　　　　　　 〃　　　 　　専務理事

山　野　　　均 埼玉県県民生活部スポーツ局長

総監督 依　田　英　樹 　　　　〃　　　スポーツ振興課長

総  務 田　村　和　夫 埼玉県体育協会選手強化対策委員会副委員長

久　保　潤二郎 　　　　　　 〃

山　下　誠　二 埼玉県中学校体育連盟会長

小　林　正　幸 埼玉県派遣帯同ドクター

立　花　陽　明 　　　　　　 〃

塩　野　　　潔 　　　　　　 〃

髙　橋　邦　泰 　　　　　　 〃

織　田　徹　也 　　　　　　 〃

森　　　康　彦 一般財団法人埼玉陸上競技協会強化委員

神　崎　将　吾 一般財団法人埼玉陸上競技協会強化委員

荻　野　清　明 公益財団法人埼玉県サッカー協会ユースダイレクター

油　井　正　幸 埼玉県テニス協会会長代行兼理事長

千　野　一　也 埼玉県フェンシング協会強化委員長

総務員 松中　直司 栗原　健一 勝部　　武 檜森　輝尚 松尾亜里紗

藤原　暢央 竹田　和広 林　　雄太 松崎　裕二 荻原　篤大

根本　和彦 野澤　誠一 廣﨑　正彰 赤木　秀次 富田　　聡

阿部　隆宏 本間孝太郎 花山　直樹 小川　拓郎

顧　問 齊　藤　正　明 埼玉県議会議長

奥　野　　　立 埼玉県副知事

飯　島　　　寛 　　 〃　

小　松　弥　生 埼玉県教育委員会教育長

矢　嶋　行　雄 埼玉県県民生活部長

谷　村　博　志 自衛隊体育学校長

靑　葉　昌　幸 一般財団法人埼玉陸上競技協会会長

和　泉　　　洋 一般社団法人埼玉県水泳連盟会長

鈴　木　　　茂 公益財団法人埼玉県サッカー協会会長

斎　藤　　　博 埼玉県テニス協会会長

菅　原　文　仁 埼玉県ボート協会会長

第７３回国民体育大会「福井しあわせ元気国体」埼玉県選手団本部役員名簿

久保　吉史



大久保　　　勝 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

田　中　靖　男 埼玉県体操協会会長

田　島　敏　包 一般社団法人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

渡　邊　　　淳 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

本　橋　民　夫 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

山　中　茂　樹 公益財団法人埼玉県剣道連盟会長

富　岡　　　清

石　倉　昭　一 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

田　口　文　夫 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

立　原　　　明 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

吉　澤　紀　生 一般財団法人埼玉県高等学校野球連盟会長

旗  手 輿　石　亜佑美 浦和麗明高等学校３年

テニス競技　少年女子選手

一般社団法人埼玉県ラグビーフットボール協会会長

ＪＴＡランキング　女子シングルス　３６位

ＩＴＦサーキット香港　シングルス　ベスト４



監　　督　　　４名
選手男子　　１８名
　　女子　　１１名

監　督 森　　康彦 41 県立伊奈学園総合高校(教) 伊奈町
神崎　将吾 39 県立和光国際高校(教) 和光市
大塚　　寿 57 さいたま市立大宮北高校(教) さいたま市
野川　義則 45 川口市立高校(教) 川口市

選　手
　成年男子 100m・リレー 竹田　一平 21 中央大学４年 草加市

800m 西久保達也 20 早稲田大学３年 所沢市   
400m・リレー ウォルシュ・ジュリアン・ジャミィ 21 東洋大学４年 川越市
400mハードル 前野　　景 26 アンダーアーマー 東松山市
10000m競歩 長山　達彦 18 東洋大学１年 川越市
三段跳 池畠旭佳瑠 23 駿河台大学AC 飯能市
リレー 北川　　翔 22 順天堂大学 東松山市

　成年女子 100m・リレー 中村　優希 21 埼玉大学４年 さいたま市
400m・リレー 松本　聖華 21 駿河台大学４年 日高市
5000m競歩 岡田久美子 26 ビックカメラ 熊谷市
砲丸投 吉野　千明 31 埼玉陸協 所沢市
リレー 星野　　楓 21 中央大学４年 久喜市

　少年男子 Ａ100m・リレー 熊井　裕人 17 立教新座高校３年 新座市   
Ａ400m・リレー 杉田　　諒 17 川口市立高校３年 川口市
Ａ5000m 白鳥　哲汰 16 埼玉栄高校２年 さいたま市  
Ａ走幅跳 金澤　和志 17 聖望学園高校３年 飯能市
Ａ棒高跳 塚本　宙央 17 県立羽生第一高校３年 羽生市
共走高跳 片山　裕樹 17 東野高校３年 入間市
共円盤投 秋濱　陸斗 17 県立ふじみ野高校３年 ふじみ野市
共5000m競歩 赤坂　雄斗 17 聖望学園高校３年 飯能市
Ｂ100m・リレー 岩本　康佑 15 県立伊奈学園総合高校１年 伊奈町
Ｂ砲丸投・リレー 安齊　大志 15 西武台高校１年 新座市
Ｂ走幅跳・リレー 澤田　優輝 15 立教新座高校１年 新座市

　少年女子 Ａ100m・リレー 鈴木　一葉 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
Ａ400m・リレー 吉中日向子 16 県立和光国際高校２年 和光市
共砲丸投 大野　史佳 17 西武台高校３年 新座市
共円盤投 安達　芽衣 17 西武台高校３年 新座市
Ｂ100m・Ｂ走幅跳・リレー 梅宮　　悠 15 埼玉栄高校１年 さいたま市
Ｂ100mハードル・リレー 金子　栞里 15 昌平高校１年 杉戸町

監　　督　　　８名
選手男子　　３３名
　　女子　　２６名

監　督 山田　清繁 66 スウィン大宮 さいたま市
戸川　晴夫 56 春日部共栄高校(教) 春日部市

競　　泳 岡安    敦 52 県立熊谷女子高校(教) 鶴ヶ島市
競　　泳 丸　　光弘 36 栄東中学校(教) 上尾市
飛　　込 水尾　　亨 51 川口市スポーツ協会 川口市
水　　球 濵田　　卓 30 秀明英光高校(教) 上尾市
ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸｽｲﾐﾝｸﾞ 原　加代子 43 アテナアクアメイツ さいたま市
ｵｰﾌﾟﾝｳｫｰﾀｰｽｲﾐﾝｸﾞ 本崎　智久 35 自衛隊体育学校 朝霞市

競泳選手
　成年男子 50m自由・100m自由 荻野　　剛 20 中央大学３年 蕨市

400m自由 林　龍之介 21 専修大学４年 さいたま市
200m個人Ｍ 宮本　一平 18 法政大学１年 さいたま市
100m背泳 内藤　良太 20 法政大学３年 さいたま市
100m平泳 松村　優樹 21 中京大学４年 さいたま市
100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 矢島　優也 21 明治大学４年 春日部市
リレー 川内　勇輝 31 自衛隊体育学校 朝霞市

〔４月１日現在 　　（教）：教員　　　（職）：職員〕

陸上競技 合計 ３３名

水泳競技 合計 ６７名



　成年女子 50m自由・400m自由 柴田　夏海 18 法政大学１年 さいたま市
100m自由 石森　瑞奈 20 立教大学３年 さいたま市
100m背泳 諸貫　瑛美 25 ミキハウス 春日部市
100m平泳 関口  美咲 21 日本体育大学４年 さいたま市
100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 細川　琴江 18 法政大学１年 さいたま市
200m個人Ｍ 大塚　美優 23 自衛隊体育学校 朝霞市
リレー 林　もも香 20 山梨学院大学３年 春日部市

　少年男子Ａ 50m自由・100m自由 熊澤　将大 16 県立熊谷高校２年 熊谷市
400m自由 鈴木　優太 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
200m背泳 松山　　陸 16 春日部共栄高校２年 春日部市
200m平泳・400m個人Ｍ 林　　太陽 16 武南高校２年 蕨市
200mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 山本　雄太 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
リレー 新井　啓太 17 県立春日部高校３年 春日部市

　少年男子Ｂ 50m自由・100m自由 坂本　　樹 15 県立熊谷高校１年 熊谷市
400m自由 東藤承太郎 15 春日部共栄高校１年 春日部市
100m背泳 鎌田　純吾 14 朝霞市立朝霞第二中学校３年 朝霞市
100m平泳 中間　祐介 15 春日部共栄高校１年 春日部市
100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 丹保　　陸 14 越谷市立南中学校３年 越谷市
リレー 猪　　波音 15 春日部共栄高校１年 春日部市
リレー 田中直太朗　 14 北本市立北本中学校３年 北本市

　少年女子Ａ 50m自由 藤原　由唯 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
100m自由・200m背泳 酒井　夏海 16 武南高校２年 蕨市
200m平泳 井坂　友紀 16 春日部共栄高校２年 春日部市
200mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 田嶋　玲奈 16 春日部共栄高校２年 春日部市
400m個人Ｍ 三浦　理音 16 春日部共栄高校２年 春日部市
リレー 神田　美夢 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
リレー 宮坂　倖乃 17 春日部共栄高校３年 春日部市

少年女子共通 400m自由 永島　　遥 17 埼玉栄高校３年 さいたま市

　少年女子Ｂ 50m自由 上原みなみ 15 星野高等学校１年 川越市
100m自由 山本　葉月 15 花咲徳栄高校１年 加須市
100m背泳 酒井　　凌 14 久喜市立久喜中学校３年 久喜市
100m平泳 菅　美奈実 14 さいたま市立宮原中学校３年 さいたま市
100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 守友　晃子 14 富士見市立西中学校３年 富士見市
リレー 相川　琴音 15 春日部共栄高等学校１年春日部市
リレー 武田　眞咲 14 ふじみ野市立大井中学校３年 ふじみ野市

飛込選手
　少年男子 飛板飛込・高飛込 久保谷諒介　 15 川口市立高校１年 川口市
　少年女子 飛板飛込・高飛込 長谷山奈優 15 川口市立高校１年 川口市

水球選手 Ｇ　Ｋ 中塚　　慶 17 秀明英光高校３年 上尾市
Ｆ　Ｐ 江利川　宝 17 秀明英光高校３年 上尾市
Ｆ　Ｐ 小見　晴人 17 秀明英光高校３年 上尾市
Ｆ　Ｐ 後藤　安滋 17 秀明英光高校３年 上尾市
Ｆ　Ｐ 千歳　龍人 17 秀明英光高校３年 上尾市
Ｆ　Ｐ 青山　元輝 16 秀明英光高校２年 上尾市
Ｆ　Ｐ コップ晴斗 16 秀明英光高校２年 上尾市
Ｆ　Ｐ 中村　大智 15 秀明英光高校１年 上尾市
Ｆ　Ｐ 藤井　　渉 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
Ｆ　Ｐ 中山　弘翔 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
Ｆ　Ｐ 坂本　琉風 17 秀明英光高校３年 上尾市

アーティスティックスイミング 宮内　花菜 16 武南高校２年 蕨市
山下　遼子 17 埼玉栄高校３年 さいたま市

オープンウォータースイミング
男　子 宮本  陽輔 27 自衛隊体育学校 朝霞市
女　子 緑川　瑠流 16 武南高校２年 蕨市



監　　督　　　２名
選手男子　　１６名

監　督 荻野　清明 55 県立浦和東高校(教) さいたま市
少年男子 大野　恭平 39 県立大宮南高校(教) さいたま市

選　手
　少年男子 Ｇ　Ｋ 久保　賢也 16 県立浦和北高校２年 さいたま市

Ｄ　Ｆ 田中　颯太 16 県立浦和北高校２年 さいたま市
Ｄ　Ｆ 村上　陽介 16 県立浦和北高校２年 さいたま市
Ｄ　Ｆ 中山　昴大 15 県立志木高校１年 志木市
Ｄ　Ｆ 佐藤　優斗 15 県立富士見高校１年 富士見市
Ｍ　Ｆ 谷口　大晟 15 細田学園高校１年 志木市
Ｍ　Ｆ 柴山　昌也 15 県立浦和北高校１年 さいたま市
Ｍ　Ｆ 盛　嘉伊人 15 県立いずみ高校１年 さいたま市
Ｍ　Ｆ 松村　大也 15 浦和学院高校１年 さいたま市
Ｆ　Ｗ 堀井　真海 15 県立いずみ高校１年 さいたま市
Ｍ　Ｆ 須藤　直輝 15 昌平高校１年 杉戸町
Ｇ　Ｋ ジョーンズ　レイ 15 県立富士見高校１年 富士見市
Ｄ　Ｆ 山田　結斗 15 県立浦和北高校１年 さいたま市
Ｍ　Ｆ 木下　　翼 15 県立与野高校１年 さいたま市
Ｆ　Ｗ 山内　太陽 16 昌平高校２年 杉戸町
Ｆ　Ｗ 大澤　朋也 15 県立志木高校１年 志木市

監　　督　　　３名
選手男子　　　４名
　　女子　　　４名

監　督 油井　正幸 79 埼玉県テニス協会 春日部市
成年男子 原田　正明 73 (株)日東 坂戸市

中村　聡利 42 浦和学院高校（教) さいたま市

選　手 成年男子 田中優之介 19 早稲田大学２年 上尾市
松尾　友貴 27 橋本総業ホールディングス(株) 上尾市

成年女子 清水　映里 19 早稲田大学２年 川越市
山口　芽生 18 橋本総業ホールディングス(株) さいたま市

少年男子 齋藤　惠佑 16 日出高校２年 伊奈町
松下　龍馬 16 秀明英光高校２年 上尾市

少年女子 輿石亜佑美 17 浦和麗明高校３年 さいたま市
伊藤　汐里 15 浦和麗明高校１年 さいたま市

監　　督　　　７名
選手男子　　１７名
　　女子　　１５名

監　督 和田　　卓 73 埼玉県ボート協会 戸田市
成年男子 坂本　昌志 33 戸田中央総合病院 戸田市
成年女子 野中　誠司 35 戸田中央総合病院 戸田市
少年男子 井上　雄祐 54 県立浦和商業高校(教) さいたま市
少年男子 大野　圭一 49 県立越ヶ谷高校(教) 越谷市
少年女子 望月みづほ 25 県立浦和第一女子高校(教) さいたま市
少年女子 横山松太郎 60 県立浦和商業高校(教) さいたま市

選　手
　成年男子 舵手付きフォア　　Ｃ 立田　寛之 25 (株)大広 戸田市

　　　〃　　　　　Ｓ 高野　勇太 24 (株)ＮＴＴ東日本 さいたま市
　　　〃　　　　　３ 新井　勇大 20 慶應義塾大学３年 志木市
　　　〃　　　　　２ 田立  健太 34 戸田中央総合病院 戸田市
　　　〃　　　　　Ｂ 内田　達大 22 (株)ＮＴＴ東日本 戸田市
　　　〃　　　　　 勝又　晋一 23 戸田中央総合病院 戸田市

サッカー競技

テニス競技

ボート競技

合計 １８名

合計 １１名

合計 ３９名



ダブルスカル　　　Ｓ 小林　雅人 26 戸田中央総合病院 戸田市
　　　〃　　　　　Ｂ 伊藤　大生 21 早稲田大学４年 蕨市

シングルスカル　　Ｓ 荒川　龍太 23 (株)ＮＴＴ東日本 さいたま市

　成年女子 舵手つきｸｫﾄﾞﾙﾌﾟﾙ　Ｃ 平柳　杏奈 20 法政大学３年 川口市
　　　〃　　　    Ｓ 川本　　藍 24 トヨタ自動車(株) 戸田市
　　　〃　　　    ３ 櫻井　菜々 19 立教大学２年 川口市
　　　〃　　    　２ 三嶋　怜奈 18 立教大学１年 所沢市
　　　〃　　      Ｂ 横井　七香 20 一橋大学３年 さいたま市
　　　〃　　      尾崎　恵理 26 戸田中央総合病院 戸田市

　少年男子 舵手つきｸｫﾄﾞﾙﾌﾟﾙ  Ｃ 神原　大聖 16 県立南稜高校２年 戸田市
　　　〃　　    　Ｓ 山本　一輝 16 県立浦和商業高校２年 さいたま市
　　　〃　　　    ３ 大島　諒也 17 慶應義塾志木高校３年 志木市
　　　〃　　      ２ 柏田　瑞希 17 県立南稜高校３年 戸田市
　　　〃　　    　Ｂ 今井東吉郎 16 県立浦和商業高校２年 さいたま市
　　　〃　　    　 中村　　元 16 川口市立高校２年 川口市

ダブルスカル　　　Ｓ 武藤　駿太 17 県立越ヶ谷高校３年 越谷市
　　　〃　　    　Ｂ 秋葉　翔太 17 県立越ヶ谷高校３年 越谷市

　少年女子 舵手つきｸｫﾄﾞﾙﾌﾟﾙ  Ｃ 岡田　七穂 17 県立浦和第一女子高校３年 さいたま市
　　　〃　　　　　Ｓ 口地美澄海 17 県立浦和第一女子高校３年 さいたま市
　　　〃　　 　   ３ 弓削田紗帆 17 県立浦和第一女子高校３年 さいたま市
　　　〃　　　　　２ 勝田　　紬 17 県立浦和第一女子高校３年 さいたま市
　　　〃　　　　　Ｂ 石井　百花 17 県立浦和第一女子高校３年 さいたま市
　　　〃　　　　　 田中　優希 17 県立浦和第一女子高校３年 さいたま市

ダブルスカル　　　Ｓ 溝口　心華 17 県立浦和商業高校３年 さいたま市
　　　〃　　    　Ｂ 橋村　　心 16 県立南稜高校２年 戸田市

シングルスカル　　Ｓ 泉水　　紬 17 県立南稜高校３年 戸田市

監　　督　　　５名
選手男子　　１０名
　　女子　　　１名

監　督 須佐　勝明 34 自衛隊体育学校 朝霞市
成年男子 野口　雄司 38 自衛隊体育学校 朝霞市
成年女子 平野　義幸 35 自衛隊体育学校 朝霞市
少年男子 関根　裕典 31 秀明英光高校(教) 上尾市

横内　大吉 47 (株)横内住宅設備 宮代町

選　手
　成年男子 バンタム級 矢代　博斗 21 平成国際大学４年 加須市

ライト級 千田　　亮 19 平成国際大学２年 加須市
ライトウェルター級 秋山　佑汰 23 自衛隊体育学校 朝霞市
ウェルター級 金城　大明 24 自衛隊体育学校 朝霞市
ミドル級 若谷　　豪 18 駒澤大学１年 加須市

　成年女子 フライ級 並木　月海 19 自衛隊体育学校 朝霞市

　少年男子 バンタム級 西岡　伶英 17 花咲徳栄高校３年 加須市
ライト級 小山　涼介 17 秀明英光高校３年 上尾市
ピン級 篠田　覇時 15 花咲徳栄高校１年 加須市
フライ級 花田　　颯 15 秀明英光高校１年 上尾市
ウェルター級 奥山　武蔵 17 花咲徳栄高校３年 加須市

ボクシング競技 合計 １６名



監　　督　　　３名
選手男子　　１２名
　　女子　　１２名

監 督 松原　　渉 61 県立春日部高校(教) 春日部市
成年女子 吉田  敏明 63 埼玉上尾メディックス 上尾市
少年男子 伊藤　寿一 42 埼玉栄高校(教) さいたま市

選 手 成年女子 松本亜弥華 29 埼玉上尾メディックス 上尾市
三浦　茉実 24 埼玉上尾メディックス 上尾市
青柳  京古 26 埼玉上尾メディックス 上尾市
山口　珠季 19 埼玉上尾メディックス 上尾市
若松　歩実 18 埼玉上尾メディックス 上尾市
椎名　真子 18 埼玉上尾メディックス 上尾市
堀江　美志 19 埼玉上尾メディックス 上尾市
吉野　優理 18 埼玉上尾メディックス 上尾市
山崎のの花 19 埼玉上尾メディックス 上尾市
井上　美咲 23 埼玉上尾メディックス 上尾市
岩澤　実育 18 埼玉上尾メディックス 上尾市
大室　璃紗 22 埼玉上尾メディックス 上尾市

少年男子 橋本　岳人 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
篠崎　賢大 17 正智深谷高校３年 深谷市
黒木　亮雅 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
砂川裕次郎 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
横田龍之介 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
井上　拓海 17 県立深谷高校３年 深谷市
中野　　嵐 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
元田　華瀛 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
田中龍太郎 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
野々村蒼生 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
福田　廉斗 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
橋本　拓磨 15 埼玉栄高校１年 さいたま市

監　　督　　　５名
選手男子　　　５名
　　女子　　１５名

監　督 向井　　司 58 県立浦和西高校(教) さいたま市
成年女子 荒木　未央 36 ＮＰＯ戸田スポーツクラブ 戸田市
少年男子 大友　康平 29 埼玉栄高校(教) さいたま市
少年女子 豊島　リサ 40 ＮＰＯ戸田スポーツクラブ 戸田市
新体操 酒井真由美 54 星野高校(教) 川越市

選　手 成年女子 宮内　玲奈 20 筑波大学３年 戸田市
三田　涼乃 18 日本体育大学１年 ふじみ野市
小池　亜優 18 日本体育大学１年 戸田市
臼田　梨夏 18 日本女子体育大学１年 飯能市
矢田部清花 18 筑波大学１年 戸田市

少年男子 乾　　哲平 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
小堺　立也 17 県立ふじみ野高校３年 ふじみ野市
佐藤　優樹 15 埼玉栄高校１年 さいたま市
小山　竜希 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
伊藤　匠海 17 県立大宮東高校３年 さいたま市

少年女子 佐藤　涼香 17 県立ふじみ野高校３年 ふじみ野市
坂谷りんね 15 県立戸田翔陽高校１年 戸田市
新山　愛美 14 戸田市立新曽中学校３年 戸田市
岡田　麻衣 17 県立戸田翔陽高校３年 戸田市
森　　蒼佳 16 県立ふじみ野高校２年 ふじみ野市

新体操 石井　優夏 17 星野高校３年 川越市
栗原　実優 16 星野高校２年 川越市
後藤　栞奈 16 西武台高校２年 新座市

　 井奥　樹里 15 星野高校１年 川越市
臼倉　綾乃 15 星野高校１年 川越市

合計 ２５名

バレーボール競技

体操競技

合計 ２７名



監　　督　　　２名
選手男子　　２３名

監　督 成年男子 城迫    昇 53 曙ブレーキ工業 (株) 羽生市
少年男子 大久保英人 57 西武学園文理高等学校(教) 狭山市

選　手 成年男子 占部  賢人 26 曙ブレーキ工業 (株) 羽生市
吉本　健人 24 曙ブレーキ工業 (株) さいたま市
河本  裕一 29 曙ブレーキ工業 (株) さいたま市
馬場  健司 27 川越市役所 川越市   
浅見　陸人 22 曙ブレーキ工業 (株) 羽生市
舟越　　徹 23 曙ブレーキ工業 (株) さいたま市
石ヶ守　遼 23 曙ブレーキ工業 (株) さいたま市
渡部　　舜 24 富士通 (株) 深谷市
皆川    徹 25 富士通 (株) 川口市
時田　康佑 22 曙ブレーキ工業 (株) さいたま市
竹内　一真 22 曙ブレーキ工業 (株) さいたま市
山本　大貴 23 曙ブレーキ工業 (株) さいたま市

少年男子 勝山　大輝 17 正智深谷高等学校３年 深谷市
石橋　　柊 17 正智深谷高等学校３年 深谷市
ミサカボ　ベニ 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
田中　志門 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
東海林　奨 17 昌平高校３年 杉戸町
松本　大輝 17 正智深谷高等学校３年 深谷市
伊藤　　陵 17 正智深谷高等学校３年 深谷市
渡部　　琉 17 正智深谷高等学校３年 深谷市
藤平　皓成 15 正智深谷高等学校１年 深谷市
太田　　誠 15 正智深谷高等学校１年 深谷市
清水　大夢 15 埼玉栄高校１年 さいたま市

監　　督　　　３名
選手男子　　１３名
　　女子　　　１名

監　督 　 鈴木　　豊 39 自衛隊体育学校 朝霞市
成　年 飯室　雅規 40 自衛隊体育学校 朝霞市
少　年 野口　篤史 50 埼玉栄高校(教) さいたま市

選　手
　成年男子 フリー　６１ｋｇ級 吉村　拓海 20 早稲田大学３年 さいたま市

フリー　７４ｋｇ級 高橋　翔平 25 自衛隊体育学校 朝霞市
フリー　８６ｋｇ級 山﨑弥十朗 20 早稲田大学３年 さいたま市
フリー　９７ｋｇ級 坂田　龍星 21 日本大学４年 さいたま市
グレコ　６０ｋｇ級 清水　早伸 29 自衛隊体育学校 朝霞市
グレコ　７２ｋｇ級 小室　裕大 19 自衛隊体育学校 朝霞市

　 　女　　子 フリー　５３ｋｇ級 吉元玲美那 17 埼玉栄高校３年 さいたま市

　少年男子 フリー　５５ｋｇ級 青柳善の輔 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
フリー　６５ｋｇ級 鈴木　歩夢 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
フリー　８０ｋｇ級 村島　克哉 17 花咲徳栄高校３年 加須市
フリー　９２ｋｇ級 伊藤飛未来 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
グレコ　５１ｋｇ級 塚田　　京 15 埼玉栄高校１年 さいたま市
グレコ　６０ｋｇ級 萩原　大和 16 花咲徳栄高校２年 加須市
グレコ１２５ｋｇ級 南壽  　駿 15 花咲徳栄高校１年 加須市

監　　督　　　１名
選手男子　　　２名
　　女子　　　１名

監　督 成　年 谷　　正安 50 川口市役所 川口市

選　手
　成年男子 レーザー級 飯塚修太郎 28 川口市役所 川口市

国体ウインドサーフィン級 久保　隆盛 23 大分大学４年 さいたま市

　成年女子 国体ウインドサーフィン級 錬石　恵子 50 富士フイルム(株) さいたま市

レスリング競技 合計 １７名

セーリング競技 合計　 ４名

バスケットボール競技 合計 ２５名



監　　督　　　２名
選手男子　　　７名
　　女子　　　１名

監　督 黒川　光行 62 県立羽生実業高校(教) 羽生市
成　年 鈴木　和美 41 自衛隊体育学校 朝霞市

選　手
　成年男子 　５６ｋｇ級 平井　海斗 19 東京国際大学２年 川越市

　７７ｋｇ級 熊川　雄太 26 自衛隊体育学校 朝霞市
　８５ｋｇ級 花井　慶典 21 平成国際大学４年 加須市
　９４ｋｇ級 熊ヶ谷翔太 26 自衛隊体育学校 朝霞市

　女子 －５３ｋｇ級 糸数加奈子 25 自衛隊体育学校 朝霞市

　少年男子 　６２ｋｇ級 平井　翔悟 17 県立羽生実業高校３年 羽生市
　７７ｋｇ級 上水　良介 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
１０５ｋｇ級 柿本　和希 17 県立羽生実業高校３年 羽生市

監　　督　　　１名
選手男子　　１２名

監　督 成年男子 岩本　真典 47 大崎電気工業(株) 三芳町

選　手 成年男子 東　　佑三 32 大崎電気工業(株) 三芳町
柴山裕貴博 25 大崎電気工業(株) 三芳町
小澤　広太 32 大崎電気工業(株) 三芳町
植垣  健人 27 大崎電気工業(株) 三芳町
元木　博紀 26 大崎電気工業(株) 三芳町
信太　弘樹 28 大崎電気工業(株) 三芳町
宮﨑　大輔 36 大崎電気工業(株) 三芳町
東長濱秀希 30 大崎電気工業(株) 三芳町
森　　　淳 31 大崎電気工業(株) 三芳町
小室　大地 29 大崎電気工業(株) 三芳町
玉川　裕康 22 大崎電気工業(株) 三芳町
木村　昌丈 27 大崎電気工業(株) 三芳町

監　　督　　　１名
監督兼ﾒｶﾆｼｬﾝ　１名
選手男子　　　９名
　　女子　　　２名

監　督 成年男子兼ﾒｶﾆｼｬﾝ 野口　　勇 56 栄北高校(職) 伊奈町
少年男子 太田　真一 42 日本競輪選手会埼玉支部 さいたま市

選　手
　成年男子 ＫＭ・ＴＳ 隈園　郷史 21 明治大学４年 さいたま市

ＳＨ・ＴＰ・ロードレース 安彦　統賀 19 日本体育大学２年 川越市
ＰＲ・ＴＰ・ロードレース 關根　論容 19 日本体育大学２年 越谷市
ＫＥ・ＴＳ 桑名　僚也 20 日本体育大学３年 伊奈町
ＳＰ・ＴＳ 荒川　達郎 18 日本体育大学１年 伊奈町

　女　　子 ＳＨ・ＴＳ 小泉　夢菜 19 早稲田大学２年 さいたま市
ＫＥ・ＴＳ 飯田　風音 16 県立川越工業高校２年 川越市

　少年男子 ＫＥ・ＴＰ 太田　龍希 17 県立川越工業高校３年 川越市
ＳＰ・ＴＳ 山田　雄大 17 県立川越工業高校３年 川越市
ＰＲ・ＴＰ・ロードレース 川田　真也 17 県立川越工業高校３年 川越市
ＳＨ・ＴＰ・ロードレース 川崎　三織 16 栄北高校２年 伊奈町

合計 １０名

合計 １３名

自転車競技
合計 １３名

ウエイトリフティング競技

ハンドボール競技



監    督　　　３名
選手男子　　　５名
　　女子　　１０名

監　督 成年男子 及川  哲也 50 アキム(株) 東松山市
成年女子 平山　浩子 54 ロンドテニスドーム 狭山市
少年女子 今村　昌司 55 埼玉平成高校(教) 毛呂山町

選　手 成年男子 名取　敬恩 23 川口市役所 川口市
大関　秀一 27 アキム(株) 東松山市
堂野  貴寛 26 アキム(株) 東松山市
白井　拓巳 25 アキム(株) 東松山市
齋藤　翔一 23 日本信号（株） さいたま市

成年女子 小野　夏海 22 アキム(株) 東松山市
上野　美穂 24 川口市役所 川口市
中村　彩乃 19 立教大学２年 川口市
上野　恵理 22 (株)ベスト 川口市
山根　絵莉 22 アキム(株) 東松山市

少年女子 赤川友里奈 16 埼玉平成高校２年 毛呂山町
嵐　　美月 16 埼玉平成高校２年 毛呂山町
桑山　未来 16 埼玉平成高校２年 毛呂山町
小林さくら 16 埼玉平成高校２年 毛呂山町
持田　愛子 16 埼玉平成高校２年 毛呂山町

監　　督　　　４名 
選手男子　　　６名

　 　　女子　　　３名

監　督 坂口　信豊 68 埼玉県卓球協会 上尾市
成年男子 兼吉　道策 41 埼玉工業大学(職) 深谷市
少年男子 若森　　均 58 埼玉栄高校(教) さいたま市
少年女子 平　　亮太 46 正智深谷高校（教） 深谷市

選　手 成年男子 髙取　侑史 20 法政大学３年 さいたま市
千葉　悠平 21 埼玉工業大学４年 深谷市
大谷　　和 18 日本体育大学１年 さいたま市

少年男子 福原　明雄 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
相沢　龍士 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
尾中　翔英 16 埼玉栄高校２年 さいたま市

少年女子 川北　帆香 15 正智深谷高校１年 深谷市
岡崎　日和 17 川口市立高校３年 川口市
桑原　穂実 16 正智深谷高校２年 深谷市

監　　督　　　３名
選　　手　　　８名

監　督 稲毛　　修 59 県立蕨高校(教) 蕨市
成　年 矢島　健一 40 日本通運(株) さいたま市
少　年 山田　道紀 52 埼玉栄高校(職) さいたま市

選　手
　成年男子 先　鋒 内山　翔太 24 日本通運(株) さいたま市

中　堅 沢田日登志 20 日本大学３年 さいたま市
大　将 小山内力樹 23 日本通運(株) さいたま市

　少年男子 先　鋒 春山万太郎 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
二　陣 齋藤　大輔 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
中　堅 二本栁　亘 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
副　将 新井　宥里 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
大　将 神山　龍一 17 埼玉栄高校３年 さいたま市

合計 １８名

合計 １３名

ソフトテニス競技

卓球競技

相撲競技 合計 １１名



監　　督　　　　１名
選手男子　　　　１名
　　女子　　　　３名

監　督 西塚　重二 52 駿ホースクラブ 本庄市

選　手 成年男子 越野　恭介 32 駿ホースクラブ  本庄市

成年女子 関口　裕子 32 日本乗馬倶楽部 三芳町
西塚愛由美 25 駿ホースクラブ  本庄市

少　　年 武道　芙紀 17 県立蕨高校３年 蕨市

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

監　督 千野　一也 63 埼玉栄高校(教) さいたま市
成年男子兼選手 小野　真英 21 早稲田大学４年 さいたま市
成年女子兼選手 村田　　彩 20 日本体育大学３年 さいたま市
少年女子 西村  典子 41 埼玉栄高校(教) さいたま市

選　手 成年男子 小野　真英 21 早稲田大学４年 さいたま市
岸　　貴範 21 明治大学４年 さいたま市
佃　　史成 24 埼玉クラブ さいたま市

成年女子 村田　　彩 20 日本体育大学３年 さいたま市
水野　佳音 19 東京女子体育大学２年 朝霞市
伊達　　京 18 日本体育大学１年 さいたま市

少年女子 齋藤　利莉 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
海老原菜貴 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
大﨑　　温 15 埼玉栄高校１年 さいたま市

監　　督　　　３名
選手男子　　　５名
　　女子　　　５名

監　督 本松　好正 62 埼玉栄高校(教) さいたま市
成年男子 手塚　勝彦 39 埼玉県警察 朝霞市
女子 中里友理子 27 川口市立西中学校(教) 川口市

選　手
　成年男子 先　鋒 鈴木　貴也 20 帝京科学大学３年 越谷市

次　鋒 瀧澤　祐太 23 大東文化大学大学院 ふじみ野市
中　堅 春山　友紀 27 自衛隊体育学校 朝霞市
副　将 前田　宗哉 22 自衛隊体育学校 朝霞市
大　将 渡辺　智斗 27 パーク２４(株) さいたま市

　 　女　　子 先　鋒 畠山　瑠唯 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
次　鋒 富沢　佳奈 18 東海大学１年 さいたま市
中　堅 溝口　愛歌 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
副　将 佐藤星麗七 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
大　将 井上　舞子 21 淑徳大学４年 富士見市

フェンシング競技

合計　５名

合計 １１名

合計 １３名

馬術競技

柔道競技



監　　督　　　１名
選手女子　　１３名

監　督 少年女子 松島　京子 43 星野高校(教)  川越市

選　手 少年女子 勝田日菜子 17 星野高校３年 川越市
市川　愛渚 16 星野高校２年 川越市
藤原　　桜 16 星野高校２年 川越市
野上あすか 17 星野高校３年 川越市
高島　　歩 17 星野高校３年 川越市
金井亜茉音 16 星野高校２年 川越市
森田あさひ 17 星野高校３年 川越市
菅井　心夏 16 星野高校２年 川越市
松島　未季 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
松島みなみ 16 星野高校２年 川越市
斉藤　未来 17 花咲徳栄高校３年 加須市
福嶋　　萌 17 花咲徳栄高校３年 加須市
相澤　里香 17 花咲徳栄高校３年 加須市

監　　督　　　４名
選手男子　　　６名
　　女子　　　３名

監　督 能登　則男 65 埼玉県バドミントン協会 川口市
成年男子 中條　　彪 55 日本ユニシス(株) さいたま市
少年男子 大屋　貴司 49 埼玉栄高校(教) さいたま市
少年女子 滝内　　亮 27 埼玉栄高校(教) さいたま市

選　手　 成年男子 井上　拓斗 23 日本ユニシス（株） さいたま市
金子　祐樹 23 日本ユニシス（株） さいたま市
渡邉　航貴 19 日本ユニシス（株） さいたま市

少年男子 中山　裕貴 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
緑川　大輝 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
加藤　太基 17 埼玉栄高校３年 さいたま市

少年女子 上杉　　杏 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
齋藤　　夏 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
吉田　瑠実 17 埼玉栄高校３年 さいたま市

監　　督　　　２名
選手男子　　　８名

　 　　女子　　　６名

監　督 松田　信義 43 栄北高校(教) 伊奈町
藤井　　清 57 埼玉県警察本部 さいたま市

選　手
　成年男子 50m3×40M 松本　崇志 34 自衛隊体育学校 朝霞市

50mP60M･50mK20M 山下　敏和 41 自衛隊体育学校 朝霞市
10mS60M･10mP60M 島田　　敦 19 日本大学２年 戸田市
AP60M 園田　吉伸 35 自衛隊体育学校 朝霞市
CP60M･CP30M 三浦　健一 28 埼玉県警察機動隊 朝霞市

　成年女子 50m3×20W･50mP60W 川原　　楓 20 自衛隊体育学校 朝霞市
10mS40W･10mP40W 清水　綾乃 27 自衛隊体育学校 朝霞市
AP40W 吉澤　壽代 26 自衛隊体育学校 朝霞市

　少年男子 10mS60JM 山中　陽介 17 栄北高校３年 伊奈町
BRS60JM･BRS30JM 橋本　昂希 16 栄北高校２年 伊奈町
BP60JM 平野　翔大 16 栄北高校２年 伊奈町

　少年女子 10mS40JW 加藤　　澪 17 栄北高校３年 伊奈町
BRS40JW･BRS20JW 渡部奏乃音 17 国際学院高校３年 伊奈町
BP40JW 千葉　叶美 17 国際学院高校３年 伊奈町

バドミントン競技

ソフトボール競技

合計 １３名

合計 １４名

合計 １６名ライフル射撃競技



監督兼選手　　１名
選手男子　　　４名

監　督 成年男子兼選手 大澤　規男 57 埼玉県警察機動隊 朝霞市

選　手
　成年男子 先　鋒 図末　悠介 24 伊田テクノス(株) 東松山市

次　鋒 竹越　　充 30 （株）ＮＴＴコミュニケーションズ さいたま市
中　堅 橋本　桂一 37 伊田テクノス(株) 東松山市
副　将 井口　　清 48 埼玉県警察 さいたま市
大　将 大澤　規男 57 埼玉県警察機動隊 朝霞市

監　　督　　　３名
選手男子　　２３名
　　女子　　１０名

監　督 横田　典之 50 県立熊谷高校(教) 熊谷市
女　　子 福島　光宏 48 自衛隊体育学校 朝霞市
少年男子 橋本　大介 47 県立熊谷工業高校(教) 熊谷市

選　手 女　　子 平山　　愛 25 自衛隊体育学校 朝霞市
石井　寿依 28 自衛隊体育学校 朝霞市
梶木　真凜 18 自衛隊体育学校 朝霞市
伊藤　　睦 20 自衛隊体育学校 朝霞市
沖野　真妃 20 自衛隊体育学校 朝霞市
宮守　杏実 19 自衛隊体育学校 朝霞市
松井　渓南 17 県立深谷高校３年 深谷市
葛西　杏奈 22 自衛隊体育学校 朝霞市
桑島　彩花 21 自衛隊体育学校 朝霞市
星野　　恵 24 自衛隊体育学校 朝霞市

少年男子 藤野　翔太 17 県立深谷高校３年 深谷市
森　　俊輔 17 県立深谷高校３年 深谷市
松井　瑠星 17 県立深谷高校３年 深谷市
釜谷　慎司 17 昌平高校３年 杉戸町
大沢　　礼 17 県立深谷高校３年 深谷市
國松　建佑 17 県立深谷高校３年 深谷市
吉沢　拓海 17 県立熊谷工業高校３年 熊谷市
脇野倫太朗 17 県立深谷高校３年 深谷市
工藤　一真 17 県立深谷高校３年 深谷市
吉尾圭之佑 17 昌平高校３年 杉戸町
金川　凌真 17 県立深谷高校３年 深谷市
間瀬　陽紀 17 県立深谷高校３年 深谷市
木場　昭大 17 県立深谷高校３年 深谷市
大屋　凌雅 17 県立深谷高校３年 深谷市
鳥居　健悟 17 昌平高校３年 杉戸町
野中　海翔 17 県立深谷高校３年 深谷市
齋藤　　響 17 昌平高校３年 杉戸町
二木翔太郎 16 立教新座高校２年 新座市
堰見　悠吾 17 県立熊谷工業高校３年 熊谷市
古田　圭悟 17 県立熊谷工業高校３年 熊谷市
野口　凌児 16 県立深谷高校２年 深谷市
木村　俊介 17 県立深谷高校３年 深谷市
藤田　夏生 17 昌平高校３年 杉戸町

剣道競技

ラグビーフットボール競技

合計 　５名

合計 ３６名



監　　督　　　４名
選手男子　　　４名
　　女子　　　２名

監　督 天野　賢一 53 (株)天野建築設計事務所 川口市
成年男子 小茂田利孝 69 埼玉県山岳連盟 上尾市
成年女子 内海　　信 59 県立春日部工業高校(教) 春日部市
少年男子 横内　鉄郎 53 埼玉県山岳連盟 志木市

選　手 成年男子 波田　悠貴 20 日本体育大学３年 春日部市
本間　大晴 18 日本大学１年 川口市

成年女子 加島  智子 35 ルトラ　ルトラ　クライムパーク 深谷市
坂井  絢音 21 Bouldering gym　Share 川越市

少年男子 百合草碧皇 15 専修大学附属高校１年 鴻巣市
鶴　　隼斗 15 県立川越高校１年 川越市

監　　督　　　１名
選手男子　　　２名

　 　　女子　　　３名

監　督 ＣＳＰ 會田　浩二 41 県立越谷東高校(教) 越谷市

選　手
　成年男子 ＣＳＰ　Ｃ－１ 佐藤　洸誠 20 大正大学３年 戸田市

　少年男子 ＣＳＰ　Ｋ－１ 澤樹　鷹人 16 県立浦和高校２年 さいたま市

　少年女子 ＣＳＰ　Ｋ－１ 小田　歩佳 17 さいたま市立大宮北高校３年 さいたま市
ＣＳＰ　Ｋ－２ 伊藤　栄花 17 県立越谷東高校３年 越谷市
ＣＳＰ　Ｋ－２ 富山　汐音 17 県立越谷東高校３年 越谷市

監　　督　　　１名
選手男子　　　３名
　　女子　　　３名

監　督 後藤　孝雄 40 県立越ヶ谷高校(教) 越谷市

選　手 成年女子 木下あすか 24 自衛隊体育学校 朝霞市
中西菜津子 19 専修大学２年 さいたま市
大澤妃奈乃 21 近畿大学４年 宮代町

少年男子 山内　　翔 17 県立越ヶ谷高校３年 越谷市
駒形　柊斗 16 県立豊岡高校２年 入間市
平野　正志 16 県立所沢中央高校２年 所沢市

監　　督　　　１名
選手男子　　　４名
　　女子　　　４名

監　督 成年男子 藤平　敏治 46 さいたま市水道局 さいたま市

選　手
　成年男子 組手軽量級 清水　大樹 26 春日部市立大沼中学校(教) 春日部市

組手中量級 斉藤　友貴 23 (株)かわでん さいたま市
組手重量級 嶋田　力斗 18 京都産業大学１年 さいたま市

　成年女子 組手 松村　結衣 20 日本体育大学３年 草加市
形 清水さつき 19 同志社大学２年 東松山市

　少年男子 組手 押田　海斗 17 花咲徳栄高校３年 加須市

　少年女子 組手 宮崎　可純 16 花咲徳栄高校２年 加須市
形 山田　和花 15 埼玉栄高校１年 さいたま市

山岳競技

カヌー競技

アーチェリー競技

空手道競技

合計 １０名

合計　６名

合計  ７名

合計 　９名



監督兼選手　　１名
選　　手　　　２名

監督兼選手 トラップ 栗原　貞夫 67 (株)イルマオート 日高市

選　手
　成　　年 トラップ 栗原　貞夫 67 (株)イルマオート 日高市

トラップ 藤原　靖浩 52 (株)ツムラ さいたま市
トラップ 大山　重隆 36 大山商事(有) 戸田市

監　　督　　　１名
選　　手　　　６名

　
監　督 成年女子 芦川　寿美 55 埼玉県なぎなた連盟 朝霞市

選　手
　成　年 先　鋒 髙瀨　　怜 26 鴻巣市立鴻巣西中学校（教） 鴻巣市

中　将 前田　歩美 18 国際武道大学１年 さいたま市
大　将 土田　翔子 21 神戸松蔭女子学院大学４年 さいたま市

　少　年 先　鋒 土田　藍子 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
中　将 柏木　美音 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
大　将 山口万里花 17 埼玉栄高校３年 さいたま市

監　　督　　　２名
選手男子　　　６名

監　督 成年男子 久保田友久 63 埼玉県ボウリング連盟 川越市
少年男子 唐津美佐子 68 埼玉県ボウリング連盟 春日部市

選　手
　成年男子 団体戦・個人戦 秋元　優志 28 (株)ＪＲ東日本 蕨市

　 〃 牧野　将治 30 (株)クリーンサービス 三郷市
　 〃 後藤　光司 59 (株)ＫＤＤＩ さいたま市
　 〃 今北　侑吾 23 浦和スプリングレーンズ 蕨市

　少年男子 団体戦・個人戦 石井　優輝 17 県立所沢おおぞら特別支援学校３年 所沢市
　 〃 吉原　正明 14 鶴ヶ島市立鶴ヶ島中学校３年 鶴ヶ島市

監　　督　　　１名
選手男子　　　３名
　　女子　　　３名

監　督 成年男子･女子 橋本　賢一 63 埼玉栄高校（教） さいたま市

選　手 成年男子 吉田　隼人 21 日本大学４年 さいたま市
伊藤　優太　 20 日本大学３年 日高市
植木　祥多 18 日本大学１年 春日部市

女子 岩﨑　美紀 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
佐久間朱莉 15 埼玉平成高校１年 毛呂山町
岩井　千怜 15 埼玉栄高校１年 さいたま市

監　　督　　　２名
選手男子　　　２名
　　女子　　　２名

監　督 成年男子 矢野龍太郎 42 埼玉県ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ連合 宮代町
成年女子 飯田　忠司 41 埼玉県ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ連合 三郷市

選　手 成年男子 山下　陽裕 24 埼玉県ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ連合 和光市
浅見　拓音 21 日本学生ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ連合 越生町

成年女子 川崎由理奈 31 埼玉県ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ連合 川口市
吉尾　桃子 21 日本学生ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ連合 戸田市

トライアスロン競技 合計 　６名

合計 　８名

合計 　７名

合計 　７名

ゴルフ競技

クレー射撃競技

なぎなた競技

合計　 ３名

ボウリング競技



監　　督　　　１名
責任教師　　　１名
選　　手　　１６名

監　督 森　　　士 53 浦和学院高校(教) さいたま市
責任教師 富岡　慎介 45 浦和学院高校(教) さいたま市

選　手 河北　将太 17 浦和学院高校３年 さいたま市
畑　　敦巳 16 浦和学院高校２年 さいたま市
坪井　壮地 17 浦和学院高校３年 さいたま市
後藤　陸人 16 浦和学院高校２年 さいたま市
矢野　壱晟 17 浦和学院高校３年 さいたま市
中前　祐也 16 浦和学院高校２年 さいたま市
佐野　涼弥 17 浦和学院高校３年 さいたま市
蛭間　拓哉 17 浦和学院高校３年 さいたま市
上野　暖人 17 浦和学院高校３年 さいたま市
美又　王寿 15 浦和学院高校１年 さいたま市
渡邉勇太朗 17 浦和学院高校３年 さいたま市
福島　　迅 17 浦和学院高校３年 さいたま市
小町　竜梧 17 浦和学院高校３年 さいたま市
永島　竜弥 16 浦和学院高校２年 さいたま市
阿部　鳳稀 17 浦和学院高校３年 さいたま市
近野　佑樹 17 浦和学院高校３年 さいたま市

高等学校野球競技 合計 １８名



専任 兼選手 専任 兼選手 成年 少年 合計 成年 少年 合計

(45) (45)

22

1 (2) 4 7 11 18 5 6 11 33

2 7 1 8 25 33 7 19 26 67

3 (1) 2 15 15 17

4 (1) 3 2 2 4 2 2 4 11

5 7 9 8 17 6 9 15 39

6

7 5 5 5 10 1 1 16

8 3 12 12 12 12 27

9 2 3 0 5 5 5 10 15 25

10 2 12 11 23 25

11 3 6 7 13 1 17

12 1 2 2 1 1 4

13 2 4 3 7 1 10

14 1 12 12 13

15 2 5 4 9 2 13

16 3 5 5 5 5 10 18

17 3 1 3 3 6 3 3 13

18 0

19 3 3 5 8 11

20 1 1 1 2 1 3 5

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

22 3 5 5 2 3 5 13

23 1 13 13 14

24 4 3 3 6 3 3 13

25

26 2 5 3 8 4 3 7 17

27 (1) 5 5 5

28 3 23 23 10 10 36

29 4 2 2 4 2 2 10

30 1 1 1 2 3 3 6

31 1 3 3 3 3 7

32 1 3 1 4 2 2 4 9

33 (1) 3 3 3

34 1 3 3 6 7

35 1 1 4 2 6 8

36 1 3 3 3 7

37 2 2 2 2 2 6

38 2 16 16 18

81 (3) 8 (1) 123 170 293 84 88 172 554
　　　　　計 17 (5)

※１

※１　本部役員　２２ 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。

　注：（　　）は合計に加えない。

陸 上 競 技

第７３回国民体育大会 「福井しあわせ元気国体」 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 男子 女子

顧　　　　　　問

本　部　役　員 22

1

セ ー リ ン グ

水 泳

サ ッ カ ー

テ ニ ス

ボ ー ト

ホ ッ ケ ー

ボ ク シ ン グ

ソ フ ト テ ニ ス

バ レ ー ボ ー ル

体 操

ﾊ ﾞ ｽ ｹ ｯ ﾄ ﾎ ﾞ ｰ ﾙ

レ ス リ ン グ

ｳ ｴ ｲ ﾄ ﾘ ﾌ ﾃ ｨ ﾝ ｸ ﾞ 1

ハ ン ド ボ ー ル

自 転 車 2

ﾗ ｸ ﾞ ﾋ ﾞ ｰ ﾌ ｯ ﾄ ﾎ ﾞ ｰ ﾙ

卓 球

軟 式 野 球

相 撲

馬 術

フ ェ ン シ ン グ

柔 道

ソ フ ト ボ ー ル

バ ド ミ ン ト ン

弓 道

ラ イ フ ル 射 撃

剣 道

山 岳

カ ヌ ー

ア ー チ ェ リ ー

空 手 道

ト ラ イ ア ス ロ ン

ク レ ー 射 撃

571

な ぎ な た

ボ ウ リ ン グ

ゴ ル フ 3

高 等 学 校 野 球

監督・選手計

(45) 89 (4) ※２ 465
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