
期日 順位 得点 競技 種別 種目 氏名
9月29日 ５位 12.00点 体操 総監督 向井　　司

少年男子監督 堀出　一夫
少年男子 武田　一志
少年男子 加藤　凌平
少年男子 松田　祐太
少年男子 渡辺　崇仁

9月29日 ６位 9.00点 体操 総監督 向井　　司
少年女子監督 菅原　　寛
少年女子 兎澤　　静
少年女子 木村菜智子
少年女子 村山　真由
少年女子 田中　泉澄

9月29日 ３位 44.0点 軟式野球 成年男子監督兼選手 逆井　　誠
成年男子 赤坂　恵一
成年男子 村田　竜也
成年男子 川崎　貴弘
成年男子 沖本　龍也
成年男子 川畑　直史
成年男子 玄海　英称
成年男子 福島　隆之
成年男子 柘植　宏介
成年男子 鹿谷　武司
成年男子 松谷　勇樹
成年男子 十河　英樹
成年男子 川岡　　隆
成年男子 平本　哲大
成年男子 加藤　敬典
成年男子 田口　健吾

9月29日 ８位 3.0点 ボート 成年男子 ダブルスカル　　　Ｓ 島田　　翔
成年男子 　　　　　　　　Ｂ 川元　英敏

9月29日 ３位 6.0点 ボート 成年女子 シングルスカル　　Ｓ 中山　友紀
9月29日 ８位 1.0点 ボート 少年男子 シングルスカル　　Ｓ 原　　和紀
9月29日 ８位 5.0点 ボート 少年男子 舵手つきｸォﾄﾞﾙﾌﾟﾙ Ｃ 山崎　弦輝

少年男子 　　〃　　    　Ｓ 堤　　俊太
少年男子 　　〃　　　    ３ 菊池　亮扶
少年男子 　　〃　　　    ２ 松本　裕介
少年男子 　　〃　　    　Ｂ 小山　和亮
少年男子 　　〃 高本　幸祐

9月29日 ６位 15.0点 ボート 少年女子 舵手つきｸォﾄﾞﾙﾌﾟﾙ Ｃ 宮川　　遥
少年女子 　　〃　　    　Ｓ 松岡　　結
少年女子 　　〃　　　    ３ 伊勢　栞理
少年女子 　　〃　　　    ２ 望月みづほ
少年女子 　　〃　　    　Ｂ 坂元ちひろ
少年女子 　　〃 高鹿　恵子

9月29日 ８位 1.0点 セーリング 成年女子 国体ウインドサーフィン級 錬石　恵子
9月29日 優勝 8.0点 自転車 少年男子 ポイントレース 中里　　仁
9月29日 ３位 6.0点 自転車 少年男子 ４ｋｍ速度 長瀬　幸治
9月29日 ２位 35.00点 ソフトテニス 総監督 櫻井　智明

成年男子監督兼選手 池田　裕介
成年男子 石川　哲蔵
成年男子 菅野　創世
成年男子 渡辺　秀幸
成年男子 大熊　友也
成年男子 川尻鈴ノ介

ゆめ半島千葉国体　埼玉県選手団入賞者名簿



期日 順位 得点 競技 種別 種目 氏名

ゆめ半島千葉国体　埼玉県選手団入賞者名簿

9月29日 ４位 15.00点 ボウリング 成年男子監督 沼上　孝幸
成年男子 団体戦（４T） 山中　將吉
成年男子 団体戦（４T） 幸地　俊輔
成年男子 団体戦（４T） 小林　　彌
成年男子 団体戦（４T） 佐渡山　肇

9月28日 ２位 21.0点 体操 総監督 向井　　司
成年男子監督 新島　隆光
成年男子 寺尾　尚之
成年男子 大槻　匠吾
成年男子 北條　陽大
成年男子 佐藤　　亘

9月28日 ５位 7.5点 相撲 総監督 稲毛　　修
成年男子監督 栂木　崇行
成年男子 先鋒 矢島　健一
成年男子 中堅 榎本　翔太
成年男子 大将 佐久間貴之

9月28日 優勝 36.0点 ソフトボール 少年男子監督 宇草　康祐
少年男子 武井　大樹
少年男子 谷川　　祐
少年男子 佐々木賢太郎
少年男子 川村　知明
少年男子 島田　拓人
少年男子 引間　健太
少年男子 林　　裕介
少年男子 森川　育美
少年男子 宮崎　公哉
少年男子 堀田　恭兵
少年男子 鳥山　和也
少年男子 小久保貴幸
少年男子 中塚　憲介

9月28日 優勝 8.0点 ライフル射撃 成年男子 50mK20M 谷島　　緑
9月28日 優勝 8.0点 ライフル射撃 成年男子 10mS60M 松本　崇志
9月28日 優勝 8.0点 ライフル射撃 成年女子 10mS40W 古野本真希
9月28日 ７位 2.0点 ライフル射撃 成年女子 50m3×20W 源　　洋子
9月27日 優勝 40.0点 相撲 総監督 稲毛　　修

少年男子監督 山田　道紀
少年男子 先鋒 中村　大輝
少年男子 二陣 岩崎　正也
少年男子 中堅 内山　翔太
少年男子 副将　 武政進之介
少年男子 大将　 沢田日出夫

9月27日 ５位 4.0点 ボウリング 成年男子 個人戦 幸地　俊輔
9月27日 優勝 8.0点 ライフル射撃 成年男子 50m3×40M 山下　敏和
9月27日 ５位 4.0点 ライフル射撃 成年女子 BRS40W 澁井　菜月
9月27日 ８位 1.0点 ライフル射撃 少年男子 10mS60JM 小島　和敏
9月27日 ５位 4.0点 ライフル射撃 少年男子 BRS60JM 千葉　　輝
9月27日 優勝 8.0点 ライフル射撃 少年女子 10mS40JW 渡辺　美玖
9月26日 ７位 2.0点 自転車 少年男子 ロードレース 長瀬　幸治
9月26日 ５位 4.0点 ライフル射撃 成年男子 50mP60M 谷島　　緑
9月26日 ６位 3.0点 ライフル射撃 成年女子 50mP60W 源　　洋子
9月26日 ４位 5.0点 ライフル射撃 成年女子 BRT60W 澁井　菜月
9月26日 ６位 3.0点 ライフル射撃 少年女子 BRS40JW 小泉　茉優


