
「トキめき新潟国体」埼玉県選手団入賞者名簿【速報版】 2009/10/4

期　日 得　点 順　位 競技名 参加区分 種別・種目 氏　　名
10月4日 2.00 ７位 陸上競技 成年男子 800m 宮崎　　輝

1.00 ８位 陸上競技 成年女子 800m 木村　朝美
4.00 ５位 陸上競技 少年女子Ａ ハンマー投 武富　麻衣

17.50 ５位 バレーボール 少年女子監督 伊藤　潔美
バレーボール 少年女子 高桑　裕恵
バレーボール 少年女子 荒木　夕貴
バレーボール 少年女子 石原　未来

ボ 女 夏 紗 美
年 未来

バレーボール 少年女子 夏目紗斗美
バレーボール 少年女子 平井　　恵
バレーボール 少年女子 濱地　翔子
バレーボール 少年女子 清水　桃子
バレーボール 少年女子 指宿　典子
バレーボール 少年女子 宇都木望美
バレーボール 少年女子 高橋　優希
バレーボール 少年女子 渡辺　叶絵

4 00 ５位 馬術 成年男子 スピ ド＆ハンディネス 西塚 重二4.00 ５位 馬術 成年男子 スピード＆ハンディネス 西塚　重二
21.00 ２位 フェンシング 監　督 森角　　正

フェンシング 成年女子兼選手 フルーレ 西村　典子
フェンシング 成年女子 フルーレ 草野　広美
フェンシング 成年女子 フルーレ 中野　早織

12.00 ５位 フェンシング 少年男子監督 千野　一也
フェンシング 少年男子 フルーレ 北川隆之介
フェンシング 少年男子 フルーレ 荒井　諒平
フェンシング 少年男子 フルーレ 佃 史成フェンシング 少年男子 フルーレ 佃　　史成

20.00 ５位 ソフトボール 監　督 浅見　　茂
ソフトボール 成年男子監督 蟹沢　光浩
ソフトボール 成年男子 吉形　太祐
ソフトボール 成年男子 飯嶋　恭光
ソフトボール 成年男子 宇佐美淳也
ソフトボール 成年男子 新井　達也
ソフトボール 成年男子 澤登　正和
ソフトボール 成年男子 斉藤　恒寿ソフトボ ル 成年男子 斉藤　恒寿
ソフトボール 成年男子 尾上　弘隼
ソフトボール 成年男子 桑名　卓也
ソフトボール 成年男子 横田　将和
ソフトボール 成年男子 森田　秀幸
ソフトボール 成年男子 北澤　慶介
ソフトボール 成年男子 加藤　潤一

7.50 ５位 バドミントン 監　督 能登　則男
バドミントン 少年女子監督 加藤　　勝

ド ト 少年女 藤井 珠生バドミントン 少年女子 藤井　珠生
バドミントン 少年女子 山田　真央
バドミントン 少年女子 中村　梨沙

28.00 ５位 ラグビーフットボール 監　督 尾崎　良巳
ラグビーフットボール 成年男子兼選手 三宅　邦隆
ラグビーフットボール 成年男子 島田　聡宣
ラグビーフットボール 成年男子 佐藤　伸吾
ラグビーフットボール 成年男子 星　　源太
ラグビーフットボール 成年男子 山北 裕生ラグビーフットボール 成年男子 山北　裕生
ラグビーフットボール 成年男子 坂下　拓也
ラグビーフットボール 成年男子 伏島大二郎
ラグビーフットボール 成年男子 深澤　智之
ラグビーフットボール 成年男子 閑野　智彦
ラグビーフットボール 成年男子 小林　博之
ラグビーフットボール 成年男子 松島　直司
ラグビーフットボール 成年男子 星　　雄太
ラグビーフットボール 成年男子 清水 智文ラグビーフットボール 成年男子 清水　智文
ラグビーフットボール 成年男子 赤山　元基
ラグビーフットボール 成年男子 鈴木　　健
ラグビーフットボール 成年男子 艶島　悠介
ラグビーフットボール 成年男子 谷口　拓郎
ラグビーフットボール 成年男子 島川　大輝
ラグビーフットボール 成年男子 朝夷　康晴
ラグビーフットボール 成年男子 酒井　健次
ラグビーフットボール 成年男子 本郷伸太郎ラグビ フットボ ル 成年男子 本郷伸太郎
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10月4日 ラグビーフットボール 成年男子 山口　恭正

ラグビーフットボール 成年男子 三宅　邦隆
3.00 ６位 カヌー 成年男子選手 Ｓ－カヤック１ 佐藤　俊平

12.50 ５位 空手道 監　督 藤平　敏治
空手道 成年男子 組手軽量級 高橋　真実
空手道 成年男子 組手中量級 佐藤　裕也
空手道 成年男子 組手重量級 佐藤　友哉

10月3日 5.00 ４位 陸上競技 成年男子 ハンマー投 碓井　　崇
7.00 ２位 陸上競技 成年女子 400mH 田子　　雅
7.00 ２位 陸上競技 少年男子Ａ 400mH 加藤　誠也
7.00 ２位 陸上競技 少年男子Ａ ハンマー投 保坂雄志郎
8.00 優勝 陸上競技 少年女子Ａ 800m 真下まなみ　
8.00 優勝 陸上競技 少年女子Ｂ 砲丸投 松田　昌己
6.00 ３位 陸上競技 少年女子 共棒高跳 井戸川　桃
7.00 ２位 馬術 少　　年 ダービー 酒井　　彩

12 00 ５位 山岳 成年男子監督 佐藤 豊12.00 ５位 山岳 成年男子監督 佐藤　　豊
山岳 成年男子 リード 古川　　慧
山岳 成年男子 リード 角田　大樹

3.00 ６位 カヌー 成年女子 ＷＷＲ1500ｍ　Ｋ－１ 竹原　聡子
10月2日 5.00 ４位 陸上競技 少年男子Ａ 10000m 設楽　啓太

2.00 ７位 陸上競技 少年男子 共棒高跳 川島　　優
4.00 ５位 陸上競技 少年女子Ａ 100m 内免　仁美
6.00 ７位 体操 監　督 向井　　司

体操 少年男子監督 堀出 一夫体操 少年男子監督 堀出　一夫
体操 少年男子 武田　一志
体操 少年男子 澤田　和哉
体操 少年男子 渡辺　崇仁
体操 少年男子 松田　祐太

21.00 ２位 体操 監　督 向井　　司
体操 少年女子監督 菅原　　寛
体操 少年女子 団体 小沢茂々子
体操 少年女子 団体 山岸 舞体操 少年女子 団体 山岸　　舞
体操 少年女子 団体 秋山　椋子
体操 少年女子 団体 室岡　　歩

8.00 優勝 馬術 成　年 ダービー 川口麻衣子
7.00 ２位 空手道 少年男子 形 戸口　大輝

10月1日 21.00 ２位 体操 監　督 向井　　司
体操 成年男子監督 新島　隆光
体操 成年男子 団体 寺尾　尚之
体操 成年男子 団体 山室　光史体操 成年男子 団体 山室　光史
体操 成年男子 団体 宗像　　陸
体操 成年男子 団体 北條　陽大

6.00 ７位 体操 監　督 向井　　司
体操 成年女子監督 小内　格子
体操 成年女子 団体 上松　侑生
体操 成年女子 団体 江崎　真奈
体操 成年女子 団体 伊地智葉菜　　
体操 成年女子 団体 石郷　永莉

優勝 射撃 監督兼選手 ト プ 栗原 貞夫24.00 優勝 クレー射撃 監督兼選手 トラップ 栗原　貞夫
クレー射撃 成年 トラップ 野口　　章
クレー射撃 成年 トラップ 大山　重隆

9月30日 5.00 ４位 ボート 成年男子選手 シングルスカルＳ 三塚　和彦
15.00 ６位 ボート 監　督 成年男子 大戸淳之介

ボート 成年男子選手 舵手つきフォアＣ 坂本　昌志
ボート 成年男子選手 舵手つきフォアＳ 田立　健太
ボート 成年男子選手 舵手つきフォア３ 野村　雅彦
ボ ト 成年男子選手 舵手 きフォア２ 川元 英敏ボート 成年男子選手 舵手つきフォア２ 川元　英敏
ボート 成年男子選手 舵手つきフォアＢ 油田　浩一
ボート 成年男子選手 舵手つきフォア 礒　　伸弘

15.00 ４位 ボート 監　督 成年女子 野中　誠司
ボート 成年女子選手 ダブルスカルＳ 熊倉　美咲
ボート 成年女子選手 ダブルスカルＢ 山口　一穂
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9月30日 10.00 ７位 ボート 監　督 少年女子 滝島　　光

ボート 少年女子選手舵手つきｸォﾄﾞﾙﾌﾟﾙ Ｃ 根本　実季
ボート 少年女子選手舵手つきｸォﾄﾞﾙﾌﾟﾙ Ｓ 松岡　　結
ボート 少年女子選手舵手つきｸォﾄﾞﾙﾌﾟﾙ ３ 岩城　里奈
ボート 少年女子選手舵手つきｸォﾄﾞﾙﾌﾟﾙ ２ 門　菜津美
ボート 少年女子選手舵手つきｸォﾄﾞﾙﾌﾟﾙ Ｂ 井口沙耶香
ボート 少年女子選手舵手つきｸォﾄﾞﾙﾌﾟﾙ 妹尾　結衣

5.50 ３位 レスリング 成年男子 グレコ　８４ｋｇ 伊藤　　諒
2.00 ７位 自転車 少年男子 ケイリン 中里　　仁
3.00 ６位 自転車 少年男子 ４ｋｍ速度 笠原　恭輔
7.00 ２位 自転車 少年男子 ポイントレース 新井　翔太

25.00 ４位 ソフトテニス 監　督 成年男子兼選手 土師　宗一
ソフトテニス 成年男子 団体戦 菅野　創世
ソフトテニス 成年男子 団体戦 土師　宗一
ソフトテニス 成年男子 団体戦 石川　哲蔵
ソフトテ ス 成年男子 団体戦 池田 裕介ソフトテニス 成年男子 団体戦 池田　裕介
ソフトテニス 成年男子 団体戦 水上　智貴
ソフトテニス 成年男子 団体戦 松田　善隆

6.00 ３位 ライフル射撃 成年男子 10mP60M 澁井　拓也
8.00 優勝 ライフル射撃 少年女子 10mS20JW（日本タイ・大会タイ） 小泉　茉優

18.00 ３位 ボウリング 監　督 成年女子 金子　正春
ボウリング 成年女子 団体戦（４T） 大丸谷　香
ボウリング 成年女子 団体戦（４T） 滝沢　靖子
ボウリング 成年女子 団体戦（４T） 西井美由紀ボウリング 成年女子 団体戦（４T） 西井美由紀
ボウリング 成年女子 団体戦（４T） 唐津美佐子

9月29日 2.50 ５位 レスリング 少年男子 グレコ　７４ｋｇ 池澤　峻介
8.00 優勝 ウエイトリフティング 少年男子 ９４ｋｇ級　スナッチ 熊ヶ谷翔太
8.00 優勝 ウエイトリフティング 少年男子 ９４ｋｇ級　ｸﾘｰﾝ&ｼﾞｬｰｸ 熊ヶ谷翔太

優勝 ウエイトリフティング 少年男子 ９４ｋｇ級　トータル 熊ヶ谷翔太
9.00 ６位 弓道 監　督 新井　勲夫

弓道 成年女子兼選手 遠的 鹿野　信恵弓道 成年女子兼選手 遠的 鹿野　信恵
弓道 成年女子 遠的 吉澤　郷実
弓道 成年女子 遠的 冨田　有紀

8.00 優勝 ライフル射撃 成年女子 10mS40W 古野本真希
8.00 優勝 ライフル射撃 成年女子 10mAP40W 上之園奈津子

15.00 ４位 アーチェリー 監　督 礒　　昌章
アーチェリー 成年男子 団体 山本　　博
アーチェリー 成年男子 団体 脇野　智和チ リ 成年男子 団体 脇野 智和
アーチェリー 成年男子 団体 喜多田治彦

21.00 ２位 ボウリング 監　督 村田　　寛
ボウリング 監　督 少年男子 温井　  英
ボウリング 少年男子 団体戦 伊藤　兄己
ボウリング 少年男子 団体戦 塚越　翔太

21.00 ２位 ボウリング 監　督 村田　　寛
ボウリング 成年男子監督 稲葉　　実
ボウリング 成年男子 団体戦（２T） 原田 優ボウリング 成年男子 団体戦（２T） 原田 　 優
ボウリング 成年男子 団体戦（２T） 幸地　俊輔

9月28日 20.00 ５位 サッカー 監　督 野崎　正治
サッカー 監　督 女　　子 村松　　浩
サッカー 女子選手 Ｇ　Ｋ 池田咲紀子
サッカー 女子選手 Ｄ　Ｆ 土橋　優貴
サッカー 女子選手 Ｄ　Ｆ 西田　明美
サッカー 女子選手 Ｄ Ｆ 森本麻衣子サッカ 女子選手 Ｄ　Ｆ 森本麻衣子
サッカー 女子選手 Ｄ　Ｆ 堂園　彩乃
サッカー 女子選手 Ｄ　Ｆ 木原　　梢
サッカー 女子選手 Ｆ　Ｗ 後藤　三知
サッカー 女子選手 Ｍ　Ｆ 堀田えり子
サッカー 女子選手 Ｆ　Ｗ 若林　エリ
サッカー 女子選手 Ｍ　Ｆ 庭田亜樹子
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9月28日 サッカー 女子選手 Ｆ　Ｗ 窪田　飛鳥

サッカー 女子選手 Ｆ　Ｗ 竹山　裕子
サッカー 女子選手 Ｍ　Ｆ 加藤　千佳
サッカー 女子選手 Ｍ　Ｆ 保坂のどか
サッカー 女子選手 Ｍ　Ｆ 熊谷　紗希

8.00 優勝 レスリング 成年男子 フリー　５５ｋｇ 田岡　秀規
位 リ グ 成年男 リ 大館 信也2.50 ５位 レスリング 成年男子 フリー　６０ｋｇ 大館　信也

5.50 ３位 レスリング 成年男子 フリー　７４ｋｇ 小原　康司
2.50 ５位 レスリング 成年男子 フリー　９６ｋｇ 坂本　憲蔵
2.50 ５位 レスリング 少年男子 フリー　６６ｋｇ 保坂　　健
8.00 優勝 レスリング 少年男子 フリー　８４ｋｇ 細谷翔太朗
2.50 ５位 レスリング 少年男子 フリー　９６ｋｇ 山本　康稀
8.00 優勝 レスリング 少年男子 フリー　１２０ｋｇ 岡　　倫之
7 00 ２位 ウ イトリフテ ング 成年男子 ７７ｋ 級 スナ チ 本間 智也7.00 ２位 ウエイトリフティング 成年男子 ７７ｋｇ級　スナッチ 本間　智也
7.00 ２位 ウエイトリフティング 成年男子 ７７ｋｇ級　ｸﾘｰﾝ&ｼﾞｬｰｸ 本間　智也

２位 ウエイトリフティング 成年男子 ７７ｋｇ級　トータル 本間　智也
8.00 優勝 ウエイトリフティング 成年男子 ８５ｋｇ級　スナッチ 吉岡　祐司
8.00 優勝 ウエイトリフティング 成年男子 ８５ｋｇ級　ｸﾘｰﾝ&ｼﾞｬｰｸ 吉岡　祐司

優勝 ウエイトリフティング 成年男子 ８５ｋｇ級　トータル 吉岡　祐司
4.00 ５位 ウエイトリフティング 少年男子 ８５ｋｇ級　スナッチ 白崎　康平
1 00 ８位 自転車 成年男子 １ｋｍタイムトライアル 野村 匡仁1.00 ８位 自転車 成年男子 １ｋｍタイムトライアル 野村　匡仁

30.00 ３位 相撲 監　督 稲毛　　修
相撲 監　督 少年男子 山田　道紀
相撲 少年男子 先鋒 佐々木大輔　
相撲 少年男子 二陣 沢田日出夫
相撲 少年男子 中堅 蘇　　堅太
相撲 少年男子 副将 安彦剣太郎
相撲 少年男子 大将 岩崎 正也相撲 少年男子 大将 岩崎　正也

9.00 ６位 弓道 監　督 新井　勲夫
弓道 監　督 少年男子 新津　雅之
弓道 少年男子 遠的 安田　辰哉
弓道 少年男子 遠的 與嶋　雄介
弓道 少年男子 遠的 内海　健太

9.00 ６位 弓道 監　督 新井　勲夫
弓道 監 督 少年女子 安東祥一郎弓道 監　督 少年女子 安東祥 郎
弓道 少年女子 遠的 中村真菜美
弓道 少年女子 遠的 新岡　郁乃
弓道 少年女子 遠的 宮崎早矢香

8.00 優勝 ライフル射撃 成年男子 50m3×40M 山下　敏和
5.00 ４位 ライフル射撃 成年男子 50mK20M 谷島　　緑
8.00 優勝 ライフル射撃 少年女子 10mS40JW 小泉　茉優
3.00 ６位 ボウリング 成年男子 個人戦 原田 　 優3.00 ６位 ボウリング 成年男子 個人戦 原田 　 優
6.00 ３位 ボウリング 成年女子 個人戦 大丸谷　香
6.00 ３位 ボウリング 少年男子 個人戦 塚越　翔太

9月27日 8.00 優勝 ウエイトリフティング 成年男子 ５６ｋｇ級　スナッチ 越智　一平
7.00 ２位 ウエイトリフティング 成年男子 ５６ｋｇ級　ｸﾘｰﾝ&ｼﾞｬｰｸ 越智　一平

優勝 ウエイトリフティング 成年男子 ５６ｋｇ級　トータル 越智　一平
7.00 ２位 ウエイトリフティング 成年男子 ６２ｋｇ級　スナッチ 堰川　康信
1.00 ８位 ウエイトリフティング 少年男子 ６２ｋｇ級　スナッチ 鈴木　雄太
4.00 ５位 ウエイトリフティング 少年男子 ６２ｋｇ級　ｸﾘｰﾝ&ｼﾞｬｰｸ 鈴木　雄太

６位 ウエイトリフティング 少年男子 ６２ｋｇ級　トータル 鈴木　雄太
6.00 ３位 自転車 成年男子 ロードレース 嶌田　義明
8.00 優勝 自転車 少年男子 ロードレース 笠原　恭輔
8.00 優勝 ライフル射撃 成年男子 50mP60M 谷島　　緑
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期　日 得　点 順　位 競技名 参加区分 種別・種目 氏　　名
9月27日 9.00 ６位 ゴルフ 選　手 女子 冨澤真理子

ゴルフ 選　手 女子 山口　莉穂
ゴルフ 選　手 女子 江澤　亜弥
《公開競技》

７位 トライアスロン 選　手 成年女子 川﨑由理奈
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