
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

三　戸　一　嘉 　　　　　　 〃　　　 　　副会長兼専務理事

　 羽　鳥　利　明 　　　　　　 〃　　　 　　副会長

杉　山　剛　士 　　　　　　 〃　　　 　　副会長

久　保　正　美 埼玉県県民生活部スポーツ局長

総監督 古　垣　　　玲 　　　　〃　　　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

河　本　　　弘 　　　　　　 〃

松　原　　　誠 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

橋　本　啓　司 一般財団法人埼玉陸上競技協会強化委員

油　井　正　幸 埼玉県テニス協会副会長兼理事長

森　田　真　史 埼玉県バドミントン協会理事長代行

小茂田　利　孝 埼玉県山岳連盟強化委員

総務員 永井　一博 岩﨑　充晃 前之園晴廣 蓮見　　仁 檜森　輝尚

藤原　暢央 芳賀　史織 山之内正隆 根本　和彦 相原　博和

小村　　純 栗原　健一 長谷川　伸 鈴木　　征

野澤　誠一 阿部　隆宏 久保　吉史 花山　直樹

小川　拓郎

顧　問 宮　崎　栄治郎 埼玉県議会議長

　 石　井　平　夫 　　〃　　副議長

柿　沼　トミ子 　　〃　　総務県民生活委員長

塩　川　　　修 埼玉県副知事

岩　﨑　康　夫 　　 〃　

髙　木　康　夫 埼玉県教育委員会委員長

藤　崎　育　子 　　　〃　　　　委員長職務代理者

志　賀　周　子 　　  〃　 　　 委員長職務代理者

門  井　由  之 　　　〃　 　　 委員

上　條　正　仁　 　　　〃　　　　委員

関　根　郁　夫 　　　〃　　　　教育長

稲　葉　尚　子 埼玉県県民生活部長

山　中　洋　二 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

船　田　昭　介 一般社団法人埼玉県水泳連盟会長

第７１回国民体育大会「希望郷いわて国体」埼玉県選手団本部役員名簿

赤木　秀次

髙橋　美帆



横　山　謙　三 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

神　保　国　男 埼玉県ボート協会会長

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

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

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

豊　嶋　正　夫 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　野　龍　男 一般財団法人埼玉県高等学校野球連盟会長

旗  手 渡　邉　航　貴 埼玉栄高等学校３年

バドミントン競技　少年男子選手

日本Ｂ代表選手

２０１５年世界ジュニア選手権大会 男子シングルス３位

平成２７年度全国高等学校選抜大会 男子シングルス優勝

平成２８年度全国高等学校総合体育選抜大会 男子ダブルス優勝

一般社団法人埼玉県ラグビーフットボール協会会長



監　　督　　　４名
選手男子　　１２名
　　女子　　１７名

監　督 森　　康彦 39 県立春日部東高校(教) 春日部市
橋本　啓司 38 聖望学園高校(教) 飯能市
大塚　　寿 55 さいたま市立大宮北高校(教) さいたま市
野川　義則 43 川口市立川口総合高校(教) 川口市

選　手
　成年男子 リレー 藤光　謙司 29 ゼンリン さいたま市

やり投 新井　涼平 24 スズキ浜松ＡＣ 皆野町
400mハードル 野口　直人 21 順天堂大学４年 杉戸町
10000m競歩  楜澤　湧希 20 国士舘大学３年 所沢市   
800m 西久保達也 18 早稲田大学１年 所沢市   
400m・リレー ウォルシュ　ジュリアン 19 東洋大学２年 川越市
100m・リレー 竹田　一平 19 中央大学２年 草加市

　成年女子 5000m競歩 岡田久美子 24 ビックカメラ 熊谷市
ハンマー投 勝山  眸美 21 筑波大学４年  行田市
棒高跳・リレー 今野　美穂 26 トーエル 越谷市
リレー 江口  琴美  19 埼玉大学２年 草加市 
100m・リレー 土井　杏南 20 大東文化大学３年 朝霞市
走高跳 照井はるか 21 聖学院大学４年 毛呂山町   
三段跳 中澤　希緒 21 早稲田大学４年 入間市

　少年男子 Ａ100m・リレー 佐野　　陽 16 立教新座高校２年 新座市   
Ａやり投  相澤潤一郎 17 西武台高校３年 新座市   
共三段跳・リレー 吉田　智也 17 県立大宮東高校３年 さいたま市  
共800m 三上　椋平 17 県立松山高校３年 東松山市   
Ｂ100m・リレー 筧田　涼介 15 昌平高校１年 杉戸町

　少年女子 Ａ400m・リレー 芝田　望笑 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
共棒高跳 角田ルアニィ 17 県立不動岡高校３年 加須市
共やり投 古川  杏奈   17 本庄東高校３年 本庄市   
Ａ走幅跳 小野瀬桃華  16 埼玉栄高校２年 さいたま市
Ａ100m・リレー 田植　晶子 17 県立伊奈学園総合高校３年 伊奈町
共三段跳・リレー 奥村　彩音 17 聖望学園高校３年 飯能市
Ａ400mハードル 木村　佳奈 17 川口市立川口高校２年 川口市
共円盤投 大野　史佳 15 西武台高校１年 新座市
走幅跳・Ｂ100m・リレー 宇和野陽月 15 昌平高校１年 杉戸町
Ｂ100mハードル・リレー 山西　桃子 14 さいたま市立三室中学校３年 さいたま市

監　　督　　　８名
選手男子　　３５名
　　女子　　２２名

監　督 戸川　晴夫 54 春日部共栄高校(教) 春日部市
細貝　孝樹 50 花咲徳栄高校(教) 加須市

競　　泳 岡安    敦 50 県立熊谷女子高校(教) 熊谷市
競　　泳 丸　　光弘 34 栄東中学校(教) さいたま市
飛　　込 小谷理貴子 60 川口スイミングクラブ 川口市
水　　球 木下　晃次 54 川口市立川口総合高校(教) 川口市
ｼﾝｸﾛﾅｲｽﾞﾄﾞｽｲﾐﾝｸﾞ 原　加代子 41 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 33 自衛隊体育学校 朝霞市

競泳選手
　成年男子 50m自由・100m背泳 古賀  淳也 28 第一三共(株) 春日部市

100m自由 原田  蘭丸 28 自衛隊体育学校    朝霞市
400m自由 宮本　陽輔 25 自衛隊体育学校 朝霞市
100m平泳 大木  涼平 21 中京大学４年    春日部市
200m個人Ｍ 瀬戸  大也 21 早稲田大学４年    さいたま市
リレー 川内　勇輝 29 自衛隊体育学校 朝霞市

〔４月１日現在 　　（教）：教員　　　（職）：職員〕

合計  ３３名

合計 ６５名

陸上競技

水泳競技



　成年女子 50m自由 山本瑠美子 21 日本体育大学４年 春日部市
100m自由 石森　瑞奈 18 立教大学１年 さいたま市
100m平泳 関口  美咲 19 日本体育大学２年 さいたま市
100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 田村　美紅 21 早稲田大学４年 さいたま市
200m個人Ｍ 大塚　美優 21 日本体育大学４年 蕨市

　少年男子Ａ 50m自由 岩佐　拓馬 16 花咲徳栄高校２年 加須市
100m自由 赤羽根康太   17 春日部共栄高校３年 春日部市
400m自由 河原　　啓 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
200m背泳 丸山　優稀 17 県立大宮高校３年 さいたま市
200m平泳 宮本  一平 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
200mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 山本　　駿 16 武南高校２年 蕨市
400m個人Ｍ 本庄　智貴 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
リレー 田中　航希 16 春日部共栄高校２年 春日部市
リレー 安藤　涼太 17 春日部共栄高校３年 春日部市

　少年男子Ｂ 50m自由・100m自由 熊澤　将大 14 東松山市立北中学校３年  東松山市 
400m自由 加藤大志朗 15 埼玉栄高校１年 さいたま市
100m背泳 髙地　駿介 14 さいたま市立春野中学校３年 さいたま市
100m平泳 林　　太陽 14 川口市立上青木中学校３年 川口市
100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 石橋  怜悟 15 春日部共栄高校１年 春日部市
200m個人Ｍ 石井  健聖 15 埼玉栄高校１年 さいたま市
リレー 新井　啓太 15 県立春日部高校１年 春日部市

　少年女子Ａ 50m自由 江森　　優 17 春日部共栄高校３年 春日部市
100m自由・400m自由 柴田　夏海 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
200m背泳 鈴木  桃果  17 春日部共栄高校３年 春日部市
200m平泳・400m個人Ｍ 横田　早桜 16 春日部共栄高校２年 春日部市
200mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 岡    美里 16 花咲徳栄高校２年 加須市
リレー 佐藤　千夏 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
リレー 染谷  世奈 15 春日部共栄高校１年 春日部市
リレー 細川  琴江    16 埼玉栄高校２年 さいたま市

　少年女子Ｂ 50m自由 松本  菜美 15 埼玉栄高校１年 さいたま市
100m自由 藤原　由唯 14 蓮田市立蓮田南中学校３年 蓮田市
100m背泳・200m個人Ｍ 酒井　夏海 14 さいたま市立土合中学校３年 さいたま市
100m平泳 宮坂  倖乃  15 春日部共栄高校１年 春日部市
100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 田嶋　玲奈 14 春日部市立大増中学校３年 春日部市
リレー 神田　美夢 14 上尾市立原市中学校３年 上尾市

飛込選手
　少年男子 飛板飛込・高飛込 山口　海人 16 県立浦和高校２年 さいたま市

水球選手 Ｇ　Ｋ 美坐　総司 17 秀明英光高校３年 上尾市
Ｆ　Ｐ 土橋　　玄 17 秀明英光高校３年 上尾市
Ｆ　Ｐ 小林　　駿 16 秀明英光高校２年 上尾市
Ｆ　Ｐ 鈴木  透生 16 秀明英光高校２年 上尾市
Ｆ　Ｐ 根井　将光 17 秀明英光高校３年 上尾市
Ｆ　Ｐ 新藤　凌太 16 秀明英光高校２年 上尾市
Ｆ　Ｐ 田中    要 17 秀明英光高校３年 上尾市
Ｆ　Ｐ 松本　天斗 17 秀明英光高校３年 上尾市
Ｆ　Ｐ 青山　直輝 16 秀明英光高校２年 上尾市
Ｆ　Ｐ コップ晴紀 17 秀明英光高校３年 上尾市
Ｆ　Ｐ 河村　　暖 16 秀明英光高校２年 上尾市

シンクロナイズドスイミング 柳澤　明希 17 栄東高校３年 さいたま市
山下瑛理香 17 さいたま市立浦和南高校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 25 自衛隊体育学校 朝霞市
女　子 小川　真侑 18 鹿屋体育大学１年 春日部市



監　　督　　　１名
選手女子　　１５名

監　督 女　子 下山    薫 39 浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽﾕｰｽ さいたま市

選　手
　女　子 Ｇ　Ｋ 染矢　海優 20 尚美学園大学３年 川越市

Ｄ　Ｆ 栗原妃奈子 17 県立南稜高校３年 戸田市
Ｄ　Ｆ 久保真理子 17 県立伊奈学園総合高校３年 伊奈町
Ｍ　Ｆ 長嶋  玲奈 17 浦和麗明高校３年 さいたま市
Ｄ　Ｆ 大戸　遥可 20 筑波大学３年 さいたま市
Ｄ　Ｆ 三木  萌子  18 順天堂大学１年 さいたま市
Ｍ　Ｆ 北久保夏奈 17 村田女子高校３年 和光市
Ｍ　Ｆ 源間　葉月 17 十文字高校３年 戸田市
Ｍ　Ｆ ワタリユキ 15 県立上尾南高校１年 上尾市
Ｆ　Ｗ 青木　知里 18 東京国際大学１年 川越市
Ｆ　Ｗ 高橋  はな   16 県立川口東高校１年 川口市
Ｄ　Ｆ 高橋恵美理 15 県立草加南高校１年 草加市
Ｄ　Ｆ 井之川茉優 14 上里町立上里北中学校３年 上里町
Ｍ　Ｆ 小嶋  星良    16 県立上尾鷹の台高校１年 上尾市
Ｍ　Ｆ 金勝  里央  17 浦和麗明高校３年 さいたま市

監　　督　　　３名
選手男子　　　２名
　　女子　　　４名

監　督 油井　正幸 77 埼玉県テニス協会 春日部市
成年女子 原田　正明 71 (株)日東 鶴ヶ島市
少年男子・少年女子 中村　聡利 40 浦和学院高校(教) さいたま市

選　手 成年女子　 金井　綾香 20 早稲田大学３年 さいたま市
中束　涼子 23 エームサービス 草加市

少年男子 田中優之介 17 秀明英光高校３年 上尾市
木元　風哉 17 早稲田大学本庄高校３年 本庄市

少年女子 松田  美咲 17 浦和学院高校３年 さいたま市
清水　映里 17 山村学園高校３年 川越市

監　　督　　　７名
選手男子　　１７名
　　女子　　１５名

監　督 和田　　卓 71 埼玉県ボート協会 戸田市
成年男子 坂本　昌志 31 戸田中央総合病院 戸田市
成年女子 野中　誠司 33 戸田中央総合病院 戸田市
少年男子 井上　雄祐 52 県立浦和商業高校(教) さいたま市
少年男子 大野　圭一 47 県立越ヶ谷高校(教) 越谷市
少年女子 横山松太郎 58 県立浦和商業高校(教) さいたま市
少年女子 木済　慶太 28 県立越ヶ谷高校(教) 越谷市

選　手
　成年男子 舵手付きフォア　　Ｃ 浅沼　遼平 19 一橋大学２年 三郷市

　　　〃　　　　　Ｓ 今村　　樹 21 一橋大学４年 志木市
　　　〃　　　　　３ 矢作　公宏 21 一橋大学４年 さいたま市
　　　〃　　　　　２ 根本　拓海 20 立教大学３年 さいたま市
　　　〃　　　　　Ｂ 勝又　晋一 21 立教大学４年 新座市
　　　〃 小此木哲也ポール 26 戸田中央総合病院 戸田市

ダブルスカル　　　Ｓ 田立  健太 32 (一社)ＴＭＧ本部   戸田市
　　　〃　　    　Ｂ 小林  雅人 24 (株)日本白十字社 戸田市   

合計　１６名

合計　　９名

合計　３９名

サッカー競技

テニス競技

ボート競技



　成年女子 舵手つきｸォﾄﾞﾙﾌﾟﾙ Ｃ 亀本咲季子 21 早稲田大学４年 さいたま市
　　　〃　　    　Ｓ 有山裕美子 21 明治大学４年 久喜市
　　　〃　　　    ３ 小林  愛実 21 筑波大学４年 さいたま市
　　　〃　　      ２ 藤原　怜衣 20 法政大学３年 さいたま市
　　　〃　　    　Ｂ 星野　　茜 18 法政大学１年 戸田市
　　　〃 樋口　千織 20 日本体育大学３年 さいたま市

シングルスカル　　Ｓ 川本　　藍 22 トヨタ自動車 戸田市

　少年男子 舵手つきｸｫﾄﾞﾙﾌﾟﾙ  Ｃ 齋藤　慎弥 17 県立越ヶ谷高校３年 越谷市
　　　〃　　    　Ｓ 高橋　慶多 17 県立越ヶ谷高校３年 越谷市
　　　〃　　　    ３ 小野田　実 17 県立越ヶ谷高校３年 越谷市
　　　〃　　      ２ 西岡俊太郎 17 県立越ヶ谷高校３年 越谷市
　　　〃　　    　Ｂ 並木　大晟 17 慶應義塾志木高校３年 志木市
　　　〃 古谷　高章 17 慶應義塾志木高校３年 志木市

ダブルスカル　　　Ｓ 渡部　鉄平 17 県立南稜高校３年 戸田市
　　　〃　　    　Ｂ 福原　和樹 17 県立南稜高校３年 戸田市

シングルスカル　　Ｓ 伊東　穂高 17 暁星高校３年 戸田市

　少年女子 舵手つきｸｫﾄﾞﾙﾌﾟﾙ  Ｃ 向野　千世 17 県立浦和第一女子高校３年 さいたま市
　　　〃　　　　　Ｓ 櫻井　菜々 17 県立南稜高校３年 戸田市
　　　〃　　　    ３ 尾嶋　歩美 17 県立南稜高校３年 戸田市
　　　〃　　 　   ２ 米澤　知華 16 県立浦和第一女子高校２年 さいたま市
　　　〃　　      Ｂ 八色梨香子 17 県立浦和第一女子高校３年 さいたま市
　　　〃 十河　　愛 17 県立南陵高校３年 戸田市

ダブルスカル　　　Ｓ 溝口　女華 16 県立南稜高校２年 戸田市
　　　〃　　    　Ｂ 田村　桃笑 17 県立浦和第一女子高校３年 さいたま市

監　　督　　　２名
選手男子　　　５名
　　女子　　　１名

監　督 成年男子 村橋　　薫 39 自衛隊体育学校 朝霞市
成年女子 野口　雄司 36 自衛隊体育学校 朝霞市

選　手
　成年男子 ライトフライ級 大里　拓未 18 日本大学１年 加須市

バンタム級 矢代　博斗 19 平成国際大学２年 加須市
ライト級 宇津木　秀 21 平成国際大学４年 所沢市
ライトウェルター級 中原隆太朗 20 法政大学３年 加須市
ウェルター級 関根幸太朗 18 拓殖大学１年 加須市

　成年女子 フライ級 仲田幸都子 19 平成国際大学２年 久喜市

監　　督　　　３名
選手男子　　１２名
　　女子　　１２名

監 督 松原　　渉 58 県立春日部高校(教) 春日部市
成年男子 工藤　晴康 67 埼玉アザレア 川越市
成年女子 吉田  敏明 61 上尾メディックス 上尾市

選 手 成年男子 池田  大輔 31 埼玉アザレア 川越市
茂木　祐太 23 埼玉アザレア 川越市
柴田　昂毅 22 埼玉アザレア 川越市
若月　建吾 30 埼玉アザレア 川越市
金丸　真司 25 埼玉アザレア 川越市
林　　佑樹 22 埼玉アザレア 川越市
笠原　啓太 22 国士舘大学４年 深谷市
中津　芳文 26 埼玉アザレア 川越市
大和田賢吾 24 埼玉アザレア 川越市
石田　祐司 23 埼玉アザレア 川越市
高橋　　頌 21 大東文化大学４年 さいたま市
小島  大輝 21 国士舘大学４年 深谷市

合計　２７名

合計　　８名ボクシング競技

バレーボール競技



成年女子 丸山  裕子 26 上尾メディックス 上尾市
青柳  京古 24 上尾メディックス 上尾市
近藤　志歩 25 上尾メディックス 上尾市
荒木  夕貴 24 上尾メディックス 上尾市
小笹奈津子 21 上尾メディックス 上尾市
竹田  江里 25 上尾メディックス 上尾市
辺野喜未来 20 上尾メディックス 上尾市
山岸あかね 25 上尾メディックス 上尾市
七種友紀子 20 上尾メディックス 上尾市
冨永こよみ 26 上尾メディックス 上尾市
松本亜弥華 27 上尾メディックス 上尾市
大室　璃紗 20 上尾メディックス 上尾市

監　　督　　　５名
選手男子　　１０名
　　女子　　１０名

監　督 向井　　司 56 県立浦和西高校(教) さいたま市
成年男子 西村　圭一 37 埼玉栄高校(教) さいたま市
成年女子 荒木　未央 34 ＮＰＯ戸田スポーツクラブ 戸田市
少年男子 堀出　一夫 64 埼玉栄高校(教) さいたま市
少年女子 豊島　リサ 38 ＮＰＯ戸田スポーツクラブ 戸田市

選　手 成年男子 染谷　　誠 22 順天堂大学大学院 伊奈町
平田　智哉 21 順天堂大学４年 伊奈町
神津源一郎 20 順天堂大学３年 さいたま市
小宮　修雅 19 筑波大学２年 さいたま市
井上　博稔 18 日本体育大学１年 さいたま市

成年女子 宮内　玲奈 18 筑波大学１年 戸田市
福永　千紗 18 国士舘大学１年 さいたま市
柿崎　沙樹 19 日本女子体育大学２年 ふじみ野市
近藤　聖莉 19 立教大学２年 戸田市
新井　菜央 19 筑波大学２年 ふじみ野市

少年男子 金子　和輝 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
豊澤　鉄平 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
池ノ谷祐希 17 県立ふじみ野高校３年 ふじみ野市
高須功太郎 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
志田　拓巳 17 埼玉栄高校３年 さいたま市

少年女子 中路　紫帆 15 県立戸田翔陽高校１年 戸田市
矢田部清花 16 県立戸田翔陽高校２年 戸田市
岡田　麻衣 15 県立戸田翔陽高校１年 戸田市
桒嶋　姫子 14 戸田市立新曽中学校３年 戸田市
宮川　紗江 16 西武台高校２年 新座市

監　　督　　　１名
選手男子　　１１名

監　督 成年男子 城迫    昇 51 曙ブレーキ工業 羽生市

選　手 成年男子 河本  裕一 27 曙ブレーキ工業 さいたま市
吉本　健人 22 曙ブレーキ工業 さいたま市
田中　優二 24 春日部市立葛飾中学校(教) 春日部市
佐々木  陽 25 曙ブレーキ工業 羽生市
張    暁博 23 曙ブレーキ工業 羽生市
金城  真悟  30 曙ブレーキ工業 羽生市
菊沢  翔平 30 曙ブレーキ工業 羽生市
皆川    徹  23 富士通 川口市
渡部　　舜 22 富士通 深谷市
馬場  健司 25 川越市役所 川越市   
占部  賢人  24 曙ブレーキ工業 羽生市

合計　２５名

合計　１２名

体操競技

バスケットボール競技



監　　督　　　３名
選手男子　　１３名
　　女子　　　１名

監　督 野口　篤史 49 埼玉栄高校(教) さいたま市
成年男子・女子 鈴木　　豊 37 自衛隊体育学校 朝霞市
少年男子 高坂　拓也 35 花咲徳栄高校(教) 加須市

選　手
　成年男子 フリー　６１ｋｇ級 吉村　拓海 18 早稲田大学１年 さいたま市

フリー　７４ｋｇ級 保坂    健  23 自衛隊体育学校 朝霞市
フリー　８６ｋｇ級 山﨑弥十朗 18 早稲田大学１年 さいたま市
グレコ　５９ｋｇ級 清水　早伸 27 自衛隊体育学校 朝霞市
グレコ　７１ｋｇ級 小路　直頌 22 自衛隊体育学校 朝霞市
グレコ　９８ｋｇ級 奈良  勇太 20 日本体育大学３年  加須市

　 　女　　子 フリー　５３ｋｇ級 澤田　千優 18 青山学院大学１年 さいたま市

　少年男子 フリー　５５ｋｇ級 土屋　佑斗 17 花咲徳栄高校３年 加須市
フリー　６０ｋｇ級 逆井　琉偉 17 花咲徳栄高校３年 加須市
フリー　８４ｋｇ級 石黒  隼士   16 花咲徳栄高校２年 加須市
フリー　９６ｋｇ級 吉田ケイワン 16 花咲徳栄高校２年 加須市
グレコ　５０ｋｇ級 橋本　拓実 16 花咲徳栄高校２年 加須市
グレコ　６６ｋｇ級 太田　真暉 17 花咲徳栄高校３年 加須市
グレコ　７４ｋｇ級 前田  明都 17 花咲徳栄高校３年 加須市

監　　督　　　２名
選手男子　　　２名
　　女子　　　２名

監　督 成　年 谷　　正安 48 川口市役所 川口市
少　年 田口　公一 75 埼玉県セーリング連盟 川口市

選　手
　成年男子 レーザー級 飯塚修太郎 26 川口市役所 川口市

国体ウインドサーフィン級 秦    顕治 39 本田技研工業(株) 和光市   

　成年女子 国体ウインドサーフィン級 錬石　恵子 48 富士フイルム(株) さいたま市

　少年女子 レーザーラジアル級 宇佐美明日実 17 神田女学園高校３年 川口市

監　　督　　　２名
選手男子　　　７名
　　女子　　　１名

監　督 成　年 鈴木　和美 39 自衛隊体育学校 朝霞市
少　年 吉野    岳 34 埼玉栄高校(教) さいたま市

選　手
　成年男子 　５６ｋｇ級 玉寄  公博  23 自衛隊体育学校 朝霞市

　６２ｋｇ級 佐藤  好将  21 自衛隊体育学校 朝霞市
　７７ｋｇ級 熊川　雄太 24 自衛隊体育学校 朝霞市
　９４ｋｇ級 熊ヶ谷翔太 24 自衛隊体育学校 朝霞市

　女　　子 －５３ｋｇ級 榎本ほたる 19 自衛隊体育学校 朝霞市

　少年男子 　５３ｋｇ級 平井  海斗 17 県立羽生実業高校３年   羽生市
　５６ｋｇ級 松浦　涼馬 17 県立川口高校３年  川口市
　６２ｋｇ級 尾澤　　仁 17 県立羽生実業高校３年 羽生市

合計　１７名レスリング競技

合計　　６名

合計　１０名

セーリング競技

ウエイトリフティング競技



監　　督　　　３名
選手男子　　２４名

監　督 矢内　　浩 55 大崎電気工業(株) 三芳町
成年男子 岩本　真典 45 大崎電気工業(株) 三芳町
少年男子 岩本　　明 54 浦和学院高校(教) さいたま市

選　手 成年男子 村上  凌太 23 大崎電気工業(株) 三芳町
馬場  佑貴  26 大崎電気工業(株) 三芳町
小澤　広太 30 大崎電気工業(株) 三芳町
元木　博紀 24 大崎電気工業(株) 三芳町
植垣  健人 25 大崎電気工業(株) 三芳町
時村  浩幹 27 大崎電気工業(株) 三芳町
岩永　　生 32 大崎電気工業(株) 三芳町
東長濱秀希 28 大崎電気工業(株) 三芳町
夏山　陽平 29 大崎電気工業(株) 三芳町
小室　大地 27 大崎電気工業(株) 三芳町
信太　弘樹 26 大崎電気工業(株) 三芳町
木村　昌丈 25 大崎電気工業(株) 三芳町

少年男子 林    正義 17 浦和学院高校３年 さいたま市
髙野  颯太 17 浦和学院高校３年 さいたま市
山本  千尋 17 浦和学院高校３年 さいたま市
大島    亮 17 浦和学院高校３年 さいたま市
大和田唯斗 17 浦和学院高校３年 さいたま市
岩﨑　滉大 17 浦和学院高校３年 さいたま市
手島　拓哉 17 浦和学院高校３年 さいたま市
狩野　優太 16 浦和学院高校２年 さいたま市
久住　啓太 16 浦和学院高校２年 さいたま市
佐々木隆斗 16 浦和学院高校２年 さいたま市
小海　希望 17 浦和実業学園高校３年 さいたま市
宮崎　昂之 17 県立伊奈学園総合高校３年 伊奈町

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

監　督 木村　光男 61 立教新座中学・高校(職) 新座市
成年男子兼ﾒｶﾆｼｬﾝ 倉上　友和 35 県立和光高校(教) 和光市
少年男子 野口　　勇 54 栄北高校(職) 伊奈町

選　手
　成年男子 ＰＲ・ＴＰ 猿田    匠 20 東北学院大学３年 伊奈町

ＫＥ・ＴＳ 新井　友陽 19 順天堂大学２年 川越市
ＳＰ・ＴＳ 小泉　智也 18 法政大学１年 さいたま市
ＳＨ・ＴＰ 池西　拓海 19 明治大学２年 さいたま市

　女　　子 ＳＨ・ＴＳ 梶原　悠未 18 筑波大学１年 坂戸市
ＫＥ・ＴＳ 細谷　夢菜 17 県立浦和工業高校３年 さいたま市

　少年男子 ＳＨ・ＴＰ 安彦  統賀 17 県立川越工業高校３年 川越市
ＰＲ・ＴＰ 關根　論容 17 叡明高校３年 越谷市
ＫＥ 中川　　涼 17 県立浦和工業高校３年 さいたま市
ＳＰ・ＴＳ 西山　悠生 16 立教新座高校２年 新座市
ＫＭ・ＴＰ 松村　恭輔 16 栄北高校２年 さいたま市

合計　２７名ハンドボール競技

合計　１４名
自転車競技



監    督　　　３名
選手男子　　１０名
　女子　　　５名

監　督 成年男子 及川  哲也 48 アキム(株) 坂戸市
成年女子 北原　　茂 42 川口市役所 川口市
少年男子 橋本　道和 32 県立松山高校(教) 東松山市

選　手 成年男子 菅野  創世 32 川口市役所 川口市
大関  秀一 25 アキム(株) 坂戸市
堂野  貴寛  23 アキム(株) 坂戸市
鯨井　勇輝 23 日本信号(株) 久喜市
齋藤　翔一 21 國學院大学４年 川口市

成年女子 小野　夏海 20 東京女子体育大学３年 毛呂山町
三浦菜留美 20 東京学芸大学３年 川口市
小林　成美 19 立教大学２年 桶川市
星山　　茜 22 アキム(株) 坂戸市
前田　彩香 18 東京経済大学１年 杉戸町

少年男子 武井　優磨 17 県立上尾高校３年 上尾市
人見　亮太 17 県立松山高校３年 東松山市
伊東　大裕 17 県立松山高校３年 東松山市
永田　智輝 17 県立松山高校３年 東松山市
橋本　秀真 17 県立松山高校３年 東松山市

監　　督　　　２名 
選手男子　　　３名

　 　女子　　　３名

監　督 成年男子 兼吉　道策 39 埼玉工業大学(職) 深谷市
少年女子 平　　亮太 44 正智深谷高校(教) 深谷市

選　手 成年男子 塩野　真人 29 東京アート 入間市
西沢　　銘 33 ＴＴＣ浦和 さいたま市
千葉　悠平 19 埼玉工業大学２年 深谷市

少年女子 弓立美沙輝 17 正智深谷高校３年 深谷市
岡崎　日和 15 川口市立川口総合高校１年 川口市
桑原　穂実 14 深谷市立岡部中学校３年 深谷市

監　　督　　　１名
監督兼選手　　１名
選　　手　　１５名

監　督 田中　孝男 74 埼玉県野球連盟 上尾市
監督兼選手 佐藤　邦雄 39 (株)旭製作所 さいたま市

選　手 成年男子 隈部　雄翔 29 (株)旭製作所 さいたま市
今井　大輔 34 (株)旭製作所 さいたま市
朝槻　　貢 25 (株)旭製作所 さいたま市
島田　太志 29 (株)旭製作所 さいたま市
川田　展行 26 曙ブレーキ(株) さいたま市
前川　孝徳 28 旭鋼管工業(株) 草加市
野本　真也 25 (株)旭製作所 さいたま市
佐藤　邦雄 39 (株)旭製作所 さいたま市
荒川　義和 38 (株)旭製作所 さいたま市
友森　竣也 23 (株)旭製作所 さいたま市
三澤　琢也 29 (株)旭製作所 さいたま市
稲垣　真吾 22 (株)旭製作所 さいたま市
葉梨　裕佑 23 (株)旭製作所 さいたま市
村松佑太郎 27 (株)旭製作所 さいたま市
安藤　崇裕 33 (株)旭製作所 さいたま市
木村　陽祐 28 (株)旭製作所 さいたま市

合計　１８名

合計　　８名

ソフトテニス競技

卓球競技

合計　１７名軟式野球競技



監　　督　　　３名
選　　手　　　８名

監　督 稲毛　　修 57 県立蕨高校(教) 蕨市
成　年 矢島　健一 38 日本通運(株) さいたま市
少　年 山田　道紀 50 埼玉栄高校(職) さいたま市

選　手
　成　年 先　鋒 内山　翔太 22 日本通運(株) さいたま市

中　堅 寺元憲一郎 31 東光タイヤ工業(株) 越谷市
大　将 榎本　翔太 30 日本通運(株) さいたま市

　少　年 先　鋒 西川　登輝 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
二　陣 塚原　隆明 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
中　堅 納谷幸之介 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
副　将 宮崎    麗   17 埼玉栄高校３年 さいたま市
大　将 手計富士紀 16 埼玉栄高校２年 さいたま市

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　　　　２名

監督兼選手 西塚　重二 50 駿ホースクラブ 本庄市
ﾎｰｽﾏﾈｰｼﾞｬｰ兼選手 田中　那樹 17 本庄第一高校３年 本庄市

選　手 成年男子 西塚　重二 50 駿ホースクラブ 本庄市
越野　恭介 30 駿ホースクラブ  本庄市

成年女子 西塚愛由美 23 駿ホースクラブ  本庄市

少　　年 武道　芙紀 15 県立蕨高校１年 蕨市
田中　那樹 17 本庄第一高校３年 本庄市

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

監　督 芹澤　洋人 21 埼玉県フェンシング協会 さいたま市
成年男子兼選手 大﨑　葵一 21 法政大学４年 鴻巣市
成年女子兼選手 草野　広美 26 埼玉クラブ さいたま市
少年男子 千野　一也 61 埼玉栄高校(教) さいたま市
少年女子 西村  典子 39 埼玉栄高校(教) さいたま市

選　手 成年男子 大﨑　葵一 21 法政大学４年 鴻巣市
杉田　賢人 22 埼玉クラブ 戸田市
山根　周祐 20 早稲田大学３年 川口市

成年女子 草野　広美 26 埼玉クラブ さいたま市
三角　理恵 20 関西学院大学３年 さいたま市
才藤　歩夢 19 早稲田大学２年 さいたま市

少年男子 村元　友大 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
持田　龍平 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
海老原　樹 16 埼玉栄高校１年 さいたま市

少年女子 佐藤  絵蘭   17 埼玉栄高校３年 さいたま市
三浦　詩織 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
伊達　　京 16 埼玉栄高校２年 さいたま市

合計　１１名

合計　　５名

相撲競技

馬術競技

合計　１５名
フェンシング競技



監　　督　　　５名
選手男子　　１０名

　 　　女子　　　６名

監　督 本松　好正 60 埼玉栄高校(職)  さいたま市
成年男子 勝部　　武 43 埼玉県庁 さいたま市
成年女子 野瀬　英豪 37 淑徳大学(教) 三芳町
少年男子 中道　泰宏 41 立教新座高校(教)  新座市
少年女子 小坂  良行 51 県立上尾鷹の台高校(教) 上尾市

選　手
　成年男子 先　鋒 宮本  拓実    24 自衛隊体育学校 朝霞市

次　鋒 鈴木　　誠 26 自衛隊体育学校 朝霞市
中　堅 春山  友紀 25 自衛隊体育学校 朝霞市
副　将 小林  大輔 28 綜合警備保障(株)   さいたま市
大　将 渡辺　智斗 25 パーク２４(株) さいたま市

　成年女子 先　鋒 山﨑　珠美 22 自衛隊体育学校 朝霞市
中　堅 金子　瑛美 24 自衛隊体育学校 朝霞市
大　将 濵田  尚里 25 自衛隊体育学校 朝霞市

　少年男子 先　鋒 鈴木  晃多 17 武蔵越生高校３年 越生町
次　鋒 池田  直輝  17 埼玉栄高校３年 さいたま市
中　堅 長濱  快飛 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
副　将 今入  晃也 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
大　将 蓜島    剛    17 埼玉栄高校３年 さいたま市

　少年女子 先　鋒 富沢　佳奈 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
中　堅 大谷　麻稀 17 県立児玉高校３年 本庄市
大　将 石塚　早稀 17 埼玉栄高校３年 さいたま市

監　　督　　　５名
選手男子　　　６名
　　女子　　　６名

監　督 森田　真史 56 県立狭山清陵高校(教) 狭山市
成年男子 中西　洋介 36 日本ユニシス(株) 和光市
成年女子 山田  秀樹 45 ユニアデックス(株) 久喜市   
少年男子 大屋　貴司 47 埼玉栄高校(教) さいたま市
少年女子 堂下　智寛 30 埼玉栄高校(教) さいたま市

選　手　 成年男子 宮嶋航太郎 21 明治大学４年 戸田市
川端　　祥 20 中央大学３年 戸田市
大関　修平 20 中央大学３年 さいたま市

成年女子 道野　京耶 21 専修大学４年 さいたま市
川島  里羅 19 ＮＴＴ東日本(株)  さいたま市
尾崎  沙織 19 ＮＴＴ東日本(株)    さいたま市

少年男子 渡邉　航貴 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
小野寺雅之 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
岡村　洋輝 17 埼玉栄高校３年 さいたま市

少年女子 川島  美南 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
上杉　夏美 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
林　　　樂 16 埼玉栄高校２年 さいたま市

合計　２１名

合計　１７名

柔道競技

バドミントン競技



監　　督　　　２名
選手男子　　　７名

　 　　女子　　　６名

監　督 松田　信義 42 栄北高校(教) 伊奈町
藤井　　清 55 埼玉県警察本部 さいたま市

選　手
　成年男子 50m3×40M 山下　敏和 39 自衛隊体育学校 朝霞市

50mP60M･50mK20M 谷島    綠 36 自衛隊体育学校 朝霞市
AP60M 園田　吉伸 33 自衛隊体育学校 朝霞市
10mS60M･10mP60M 宮倉　大輔 22 山崎製パン(株) 北本市
CP60M･CP30M 本村  将紀 31 埼玉県警察機動隊  朝霞市

　成年女子 50m3×20W･50mP60W 古野本真希 31 (株)日立システムズ 和光市
10mS40W･10mP40W 清水  綾乃    25 自衛隊体育学校 朝霞市
AP40W 吉澤　壽代 24 自衛隊体育学校 朝霞市

　少年男子 10mS60JM 島田　　敦 17 栄北高校３年 伊奈町
BRS60JM･BRS30JM 渡辺　琉仁 16 栄北高校２年 伊奈町

　少年女子 10mS40JW 加藤　モナ 17 栄北高校３年 伊奈町
BRS40JW･BRS20JW 前田　留那 16 栄北高校２年 伊奈町
BP40JW 新堂　冬萌 17 国際学院高校３年 伊奈町

監　　督　　　１名
監督兼選手　　２名
選手男子　　　４名
　　女子　　　７名

監　督 成年男子兼選手 上野  光弘 60 草加警察署 草加市
成年女子兼選手 村山　千夏 41 埼玉県警察学校(教) さいたま市
少年女子 泉    英毅 47 県立蕨高校(教) 蕨市

選　手
　成年男子 先　鋒 棈松　慎二 ※注 22 埼玉県警察学校 さいたま市

次　鋒 嶋田　貴文 32 埼玉県警察機動隊 朝霞市
中　堅 橋本　桂一 35 伊田テクノス(株) 東松山市
副　将 井口    清 46 埼玉県警察本部 さいたま市
大　将 上野  光弘 60 草加警察署 草加市

　成年女子 先　鋒 山村　貴恵 23 春日部市立大増中学校(教) 春日部市
中　堅 本郷　利枝 33 秀明英光高校(教) 上尾市
大　将 村山　千夏 41 埼玉県警察学校(教) さいたま市

　少年女子 先　鋒 安達　小粋 16 淑徳与野高校２年 さいたま市
次　鋒 澤島　　凛 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
中　堅 安井　飛鳥 17 淑徳与野高校３年 さいたま市
副　将 江藤　有紗 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
大　将 嶋田  莉子 17 本庄第一高校３年 本庄市

※注　棈の字は、「木」へんに「青」が正式　

ライフル射撃競技

剣道競技

合計 １５名

合計　１４名



監　　督　　　１名
選手女子　　１０名

監　督 女　子 櫻庭　尚之 42 自衛隊体育学校 朝霞市

選　手 女　子 竹内　亜弥 29 (株)新潮社 熊谷市
中村　知春 27 (株)電通東日本 熊谷市
鈴木　彩香 26 立正大学(職) 熊谷市
桑井　亜乃 26 (株)八木橋 熊谷市
田坂　　藍 24 赤城乳業(株) 熊谷市
中丸　彩衣 22 (株)ＮＴＴファシリティーズ 熊谷市
末　　結希 22 熊谷市役所 熊谷市
飯塚めぐみ 31 新光エンジニアリング(株) さいたま市
公家明日香 21 立正大学４年 熊谷市
薮内あゆみ 19 立正大学２年 熊谷市

監　　督　　　５名
選手男子　　　４名
　　女子　　　４名

監　督 小茂田利孝 67 埼玉県山岳連盟 上尾市
成年男子 佐藤　　豊 49 (株)アルテリア 狭山市
成年女子 門間  希美  26 埼玉県庁 さいたま市
少年男子 内海　　信 57 県立春日部工業高校(教) 春日部市
少年女子 鈴木  友希 31 フロンティアスピリッツ 川口市

選　手 成年男子 是永敬一郎 20 日本体育大学３年 川口市
波田　悠貴 18 日本体育大学１年 春日部市

成年女子 加島  智子 33 T-WALL　江戸川橋店 和光市
坂井  絢音 19 埼玉県山岳連盟 川越市

少年男子 本間  大晴 16 県立久喜工業高校２年 久喜市
中村　颯人 15 川越市立川越高校１年 川越市

少年女子 金子  桃華 16 聖望学園高校２年 飯能市
曽我　綾乃 14 川口市立幸並中学校３年 川口市

監　　督　　　２名
選手男子　　　４名

　 　　女子　　　２名

監　督 ＣＳＰ 會田　浩二 39 県立越谷東高校(教) 越谷市
ＣＳＬ・ＷＷＣ 佐々木　恵 44 埼玉県カヌー協会 さいたま市

選　手
　成年男子 ＣＳＰ　Ｋ－１ 本間　　誠 21 日本体育大学４年 越谷市

ＣＳＰ　Ｃ－１ 佐藤　洸誠 18 大正大学１年 戸田市
ＣＳＬ　Ｋ－１ 高橋　　強 48 浦和カヌークラブ さいたま市

　成年女子 ＷＷＣ　Ｋ－１ 新井久美子 25 (株)オーエンス 戸田市

　少年男子 ＣＳＰ　Ｋ－１ 武宮　健太 17 県立浦和高校３年 さいたま市

　少年女子 ＣＳＰ　Ｋ－１ 河上　優香 17 県立越谷東高校３年 越谷市

山岳競技

カヌー競技

合計　１１名ラグビーフットボール競技

合計　１３名

合計　　８名



監　　督　　　１名
選手女子　　　３名

監　督 少年女子 関根　直樹 37 大宮開成高校(教) さいたま市

選　手 少年女子 中西菜津子 17 大宮開成高校３年 さいたま市
横塚　　葵 16 栄東高校２年 さいたま市
上田　栞奈 16 花咲徳栄高校２年 加須市

監　　督　　　１名
選手男子　　　５名
　　女子　　　２名

監　督 新城　宗親 44 新城鉄骨工業(株) さいたま市

選　手
　成年男子 組手軽量級 吉村　拓真 20 近畿大学３年 さいたま市

組手中量級 斉藤　友貴 21 近畿大学４年 さいたま市
組手重量級 小堀　稜平 18 上尾中央医療専門学校 熊谷市

　成年女子 組手 相上　真澄 20 日本体育大学３年 鴻巣市

　少年男子 組手 嶋田　力斗 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
形 山中  望未 16 立教新座高校２年 新座市

　少年女子 組手 吉岡　静香 17 花咲徳栄高校３年 加須市

監督兼選手　　１名
選　　手　　　５名

監　督 成年兼選手 栗原　貞夫 65 (株)イルマオートセンター 日高市

選　手
　成　　年 トラップ 大山  重隆 34 大山商事(有)   戸田市

トラップ 栗原　貞夫 65 (株)イルマオートセンター 日高市
トラップ 寺田　真二 46 (株)ダイト 熊谷市
スキート 松澤　孝浩 52 全労済埼玉本部 越谷市
スキート 小林　庸一 45 (株)浦和銃砲火薬店 さいたま市
スキート 澤野　能宏 46 (有)山村加工所 川口市

監　　督　　　１名
選　　手　　　６名

　
監　督 成年・少年 佐藤千鶴子 71 上尾市なぎなた連盟 上尾市

選　手
　成　年 先　鋒 土田  翔子 19 神戸松蔭女子学院大学２年 さいたま市

中　堅 髙瀨    怜  24 さいたま市なぎなた連盟 さいたま市
大　将 篠塚雅菜美    26 川口市役所 川口市

　少　年 先　鋒 中島　美樹 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
中　堅 鈴木　　遥 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
大　将 島田はる奈 17 県立浦和東高校３年 さいたま市

監　　督　　　１名
選手男子　　　４名

監　督 成年男子 西井　義秀 60 春日部市民活動センター 春日部市

選　手
　成年男子 団体戦・個人戦 秋元　優志 26 ＪＲ東日本 蕨市

　 〃 今北　侑吾 21 千葉商科大学４年 さいたま市
　 〃 西巻　孝憲 33 (株)ジョイナス 加須市
　 〃 八鍬　良太 19 東京電機大学２年 幸手市

なぎなた競技

ボウリング競技

アーチェリー競技

空手道競技

クレー射撃競技

合計　　７名

合計　　５名

合計　　８名

合計　　６名

合計  　４名



監　　督　　　３名
選手男子　　　６名
　　女子　　　３名

監　督 前田修一郎 69 埼玉県ゴルフ協会 さいたま市
成年男子・女子 福嶋  良太 35 埼玉平成高校(教) 毛呂山町  
少年男子 緋田　幸朗 53 正智深谷高校(教) 深谷市

選　手 成年男子 吉田　隼人 19 日本大学２年 さいたま市
伊藤　優太 18 日本大学１年 日高市
木庭　　輝 18 日本体育大学１年 さいたま市

女　　子 菅沼  菜々 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
岩﨑　美紀 15 埼玉栄高校１年 さいたま市
保坂　萌々 17 日出高校３年 北本市

少年男子 植木　祥多 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
水田　竜昇 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
石川　　航 16 県立浦和高校２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 40 埼玉県ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ連合 宮代町
成年女子 飯田　忠司 39 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 22 埼玉県ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ連合 和光市
原田雄太郎 35 埼玉県ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ連合 新座市

成年女子 川崎由理奈 29 埼玉県ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ連合 川口市
丹野恵梨香 26 埼玉県ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ連合 ふじみ野市

ゴルフ競技

トライアスロン競技 合計　　６名

合計　１２名



専任 兼選手 専任 兼選手 成年 少年 合計 成年 少年 合計

(51) (51)

20

1 (2) 4 7 5 12 7 10 17 33

2 6 2 7 28 35 6 16 22 65

3 1 15 16

4 (1) 3 2 2 2 2 4 9

5 7 8 9 17 7 8 15 39

6

7 2 5 5 1 1 8

8 3 12 12 12 12 27

9 3 2 5 5 10 5 5 10 25

10 1 11 11 12

11 3 6 7 13 1 17

12 2 2 2 1 1 2 6

13 2 4 3 7 1 10

14 3 12 12 24 27

15 3 4 5 9 2 14

16 3 5 5 10 5 5 18

17 2 3 3 3 3 8

18 1 (1) 16 16 17

19 3 3 5 8 11

20 (1) 2 1 3 1 1 2 5

21 2 (1) 1 (1) 3 3 6 3 3 6 15

22 5 5 5 10 3 3 6 21

23

24 (1) 5 3 3 6 3 3 6 17

25

26 2 5 2 7 3 3 6 15

27 1 (1) (1) 5 5 3 5 8 14

28 1 10 10 11

29 (1) 4 1 2 2 4 2 2 4 13

30 1 1 3 1 4 1 1 2 8

31 1 3 3 4

32 1 3 2 5 1 1 2 8

33 (1) 6 6 6

34 1 3 3 6 7

35 1 4 4 5

36 3 3 3 6 3 12

37 2 2 2 2 2 6

38

80 (5) 9 (2) 156 108 264 103 73 176 529
15 (5)

※１

※１　本部役員　２０ 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。

第７１回国民体育大会 「希望郷いわて国体」 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 20

陸 上 競 技

水 泳

サ ッ カ ー 15

テ ニ ス

ボ ー ト

ホ ッ ケ ー

ハ ン ド ボ ー ル

自 転 車

ソ フ ト テ ニ ス

ボ ク シ ン グ

バ レ ー ボ ー ル

体 操

ﾊ ﾞ ｽ ｹ ｯ ﾄ ﾎ ﾞ ｰ ﾙ

レ ス リ ン グ

ﾗ ｸ ﾞ ﾋ ﾞ ｰ ﾌ ｯ ﾄ ﾎ ﾞ ｰ ﾙ

山 岳

カ ヌ ー

440

ア ー チ ェ リ ー

空 手 道

ク レ ー 射 撃

な ぎ な た

ボ ウ リ ン グ

ト ラ イ ア ス ロ ン

ゴ ル フ 3

高 等 学 校 野 球

監督・選手計

合　　　　　計

2

1

1

剣 道

柔 道

ソ フ ト ボ ー ル

バ ド ミ ン ト ン

弓 道

ラ イ フ ル 射 撃

卓 球

軟 式 野 球

相 撲

馬 術

フ ェ ン シ ン グ

セ ー リ ン グ

ｳ ｴ ｲ ﾄ ﾘ ﾌ ﾃ ｨ ﾝ ｸ ﾞ

544(50) 89 (7) ※２
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