
本部役員

団　長 上　田　清　司 財団法人埼玉県体育協会会長

副団長 櫻　井　勝　利 　　　　　 〃　　 　　　副会長

森　　　正　博 　　　　　 〃　　 　　　副会長

関　根　郁　夫 　　　　　 〃　　 　　　副会長

三　戸　一　嘉 　　　　　 〃 　　　　　副会長兼専務理事

総監督 渋　澤　重　雄 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

鈴　木　　　征 　　　　　 〃

山　下　文　孝 埼玉県中学校体育連盟会長

小　林　正　幸 埼玉県教育委員会派遣帯同ドクター

塩　野　　　潔 　　　　　　 〃

立　花　陽　明 　　　　　　 〃

岡　田　奈緒子 　　　　　　 〃

菅　原　和　浩 埼玉陸上競技協会強化委員

和　田　　　卓 埼玉県ボート協会理事長

向　井　　　司 埼玉県体操協会強化委員長

櫻　井　智　明 埼玉県ソフトテニス連盟強化委員長

松　田　信　義 埼玉県ライフル射撃協会強化委員

総務員 羽田　　聡 岩﨑　充晃 関　　正一 福田　　哲 長島　秀人

石塚　貴久 遠井　　学 斎藤　明博 髙橋　利明 山本　純二

松中　直司 小谷　和彦 長谷川　伸 栗原　健一 久保　吉史

顧　問 小谷野　五　雄 埼玉県議会議長

渋　谷　　　実 　〃　議会副議長

藤　本　正　人 　〃　議会文教委員長

橋　本　光　男 　〃　副知事

塩　川　　　修 　〃　副知事

松　居　　　和 埼玉県教育委員会委員長

樋　爪　龍太郎 　　　〃　　　　委員長職務代理者

清　水　松　代 　　  〃　 　　 委員

斉之平　伸　一 　　　〃　 　　 委員

原　田　隆　史 　　　〃　　　　委員

前　島　富　雄 　　　〃　　　　教育長

渥　美　晴　久 自衛隊体育学校長

西　村　暢　二 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 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
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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 埼玉県アマチュアボクシング連盟会長

新　井　家　光 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

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 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

福　永　信　彦 埼玉県野球連盟会長

増　田　六　郎 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

蓮　見　　　弘 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

小　澤　通　春 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

水　野　　　仁 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

長　嶺　　　守 埼玉県カヌー協会会長代行

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

峯　岸　　　俊 埼玉県クレー射撃協会会長

石　井　道　子 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

山　口　現　朗 埼玉県ゴルフ協会会長

島　村　慎市郎 埼玉県トライアスロン連合会長

旗  手 熊　倉　美　咲 戸田中央医科グループ本部

ボート競技

　第６３回国民体育大会（大分）舵手付きクォドルプル　６位

　第６４回国民体育大会（新潟）ダブルスカル　４位

　全日本選手権（２００７～２００８）　シングルスカル　優勝

　北京オリンピック日本代表選手（軽量級ダブルスカル　９位）



陸上競技 監　　督　　　４名

選手男子　　１７名
　女子　　１２名

監　督 田沼　浩二 53 県立越谷南高校(教) 越谷市
菅原　和浩 49 県立越谷西高校(教) 越谷市
太田　　涼 37 埼玉大学(教） さいたま市
野川　義則 37 川口市立川口総合高校（教） 川口市

選　手
成年男子 100m・リレー 後藤　乃毅 21 慶応大学４年 春日部市

110mH・リレー 大橋　祐二 26 ミズノ さいたま市
棒高跳 草間　　裕 26 県立八潮高校(教) 八潮市
走幅跳 辻　　将也 20 大東文化大学３年 坂戸市
ﾊﾝﾏｰ投 碓井　　崇 32 蓮田市陸上競技協会 加須市
リレー 佐藤真太郎 29 クレーマーTC 東松山市

成年女子 100m・リレー 髙橋萌木子 21 平成国際大学４年 三郷市
1500m 野村友香里 21 中央大学４年 熊谷市
10000m競歩 岡田久美子 18 立教大学１年 上尾市
棒高跳・リレー 今野　美穂 20 聖学院大学３年 越谷市
リレー 石田　智子 32 長谷川体育施設 さいたま市

少年男子 A100m・リレー 馬場　和樹 17 昌平高校３年 杉戸町
A400m・リレー 山﨑　謙吾 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
A400mH・リレー 加藤　誠也 17 県立松山高校３年 東松山市
A三段跳 宮澤　亮平 17 県立大宮南高校３年 さいたま市
A円盤投 小林　寛雅 17 県立宮代高校３年 宮代町
Aﾊﾝﾏｰ投 秋場　堅太 17 西武台高校３年 新座市
Aやり投 中嶋　善寛 17 県立杉戸高校３年 杉戸町
B100m・リレー 小林　和広 15 県立春日部東高校１年 春日部市
B砲丸投・リレー 奥野　風摩 15 西武台高校１年 新座市
共800m 市川　　雅 17 県立飯能南高校３年 飯能市
共棒高跳 川島　　優 17 県立不動岡高校３年 加須市

少年女子 A100m・リレー 赤司かずみ 17 春日部共栄高校３年 春日部市
A走幅跳・リレー 淺野えりな 17 県立蕨高校３年 蕨市
Aﾊﾝﾏｰ投 中山　眞依 17 県立草加高校３年 草加市
B100m・リレー 土井　杏南 14 朝霞市立朝霞第一中学校３年 朝霞市
共走高跳 庄司　雪乃 16 川口市立川口高校２年 川口市
共棒高跳 信田　愛樹 17 県立白岡高校３年 白岡町
共円盤投 友藤　愛深 17 西武台高校３年 新座市

〔４月１日現在 　　（教）：教員　　　（職）：職員〕

合計  ３３名



水泳競技 監　　督　　　７名

選手男子　　３４名
　女子　　２２名

監　督 山田　清繁 59 スウィン大宮 さいたま市
戸川　晴夫 48 春日部共栄高校(教) 春日部市

競　　泳 伊藤　秀介 33 自衛隊体育学校 朝霞市
競　　泳 細貝　孝樹 44 花咲徳栄高校（教） 加須市
飛　　込 小谷理貴子 54 川口スイミングクラブ 川口市
水　　球 加藤　英雄 49 秀明英光高校（教） 上尾市
シンクロ 原　加代子 35 アテナアクアメイツ さいたま市

競泳選手

成年男子 50m自由 原田　蘭丸 22 自衛隊体育学校 朝霞市
100m自由 山元　啓照 22 自衛隊体育学校 朝霞市
100m背泳 古賀　淳也 22 稲泳会 春日部市
100m平泳 金子　貴宏 19 明治大学２年 春日部市
100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 笠井　一樹 18 中央大学１年 春日部市
200m個人Ｍ 高桑　　健 25 自衛隊体育学校 朝霞市

成年女子 50m自由 雨宮　未侑 18 中京大学１年 春日部市
100m自由 長谷川菜月 21 中京大学４年 さいたま市
100m背泳 中森千亜紀 18 日本体育大学１年 春日部市
100m平泳・200m個人Ｍ 北川　麻美 22 共栄短期大学１年 春日部市
100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 土橋　知佳 19 立教大学２年 春日部市

少年男子Ａ 50m自由 堀口　　祐 17 春日部共栄高校３年 春日部市
100m自由 森田　亮平 17 春日部共栄高校３年 春日部市
400m自由 岡　晋太郎 17 春日部共栄高校３年 春日部市
200m背泳 多田　邦徳 17 春日部共栄高校３年 春日部市
200m平泳 外川　貴大 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
200mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 牧田　卓也 15 埼玉栄高校１年 さいたま市
400m個人Ｍ 高橋　良平 17 春日部共栄高校３年 春日部市
リレー 小林　大貴 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
リレー 関川　和晃 16 埼玉栄高校２年 さいたま市

少年男子Ｂ 50m自由・100m自由 丸山　　徹 14 伊奈町立伊奈中学校３年 伊奈町
400m自由・100m背泳 浦　瑠一朗 15 埼玉栄高校１年 さいたま市
100m平泳 武井　隼人 15 県立伊奈学園総合高校１年 伊奈町
100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ・200m個人Ｍ 瀬戸　大也 15 埼玉栄高校１年 さいたま市
リレー 鈴木　優一 14 さいたま市立東浦和中学校３年 さいたま市
リレー 前島　遼太 15 武南高校１年 蕨市

少年女子Ａ 50m自由・100m自由 鈴木　聖未 17 春日部共栄高校３年 春日部市
400m自由 片岡　采子 15 春日部共栄高校１年 春日部市
200m背泳 諸貫　瑛美 17 春日部共栄高校３年 春日部市
200m平泳 浜野　麻綾 16 武南高校２年 蕨市
200mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 田中　希帆 16 県立蕨高校２年 蕨市
400m個人Ｍ 秋山　遙奈 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
リレー 須藤　　忍 16 春日部共栄高校２年 春日部市
リレー 後藤　沙貴 16 武南高校２年 蕨市
リレー 杉崎　可奈 17 埼玉栄高校３年 さいたま市

少年女子Ｂ 50m自由・100m背泳 平井　稚菜 15 春日部共栄高校１年 春日部市
100m自由 中川　南美 14 蕨市立東中学校３年 蕨市
100m平泳 清水　春菜 15 埼玉栄高校１年 さいたま市
100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 重信　藤乃 15 埼玉栄高校１年 さいたま市
200m個人Ｍ 大塚　美優 15 武南高校１年 蕨市
リレー 鈴木　　凛 15 埼玉栄高校１年 さいたま市

合計 ６３名



飛込選手

成年男子 飛板飛込 津守　勇人 21 駒澤大学４年 さいたま市
高飛込 小川　貴弘 19 日本大学２年 さいたま市

水球選手 　Ｇ　Ｋ 山田　敬一 17 秀明英光高校３年 上尾市
　Ｆ　Ｐ 倉持　怜王 17 秀明英光高校３年 上尾市
　Ｆ　Ｐ 佐藤　直樹 17 秀明英光高校３年 上尾市
　Ｆ　Ｐ 戸張　真寿 17 秀明英光高校３年 上尾市
　Ｆ　Ｐ 四家　敬太 17 秀明英光高校３年 上尾市
　Ｆ　Ｐ 荒井　　陸 16 秀明英光高校２年 上尾市
　Ｆ　Ｐ 菅根　大樹 16 秀明英光高校２年 上尾市
　Ｆ　Ｐ 町田　航平 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
　Ｆ　Ｐ 古橋　史也 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
　Ｆ　Ｐ 纐纈　大貴 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
　Ｆ　Ｐ 田嶋　祐稀 16 埼玉栄高校２年 さいたま市

シンクロ選手デュエット 磯　怜央菜 17 浦和ルーテル学院３年 さいたま市
　　　〃 赤塚　莉名 14 さいたま市立与野東中学校３年 さいたま市

サッカー競技 監　　督 　　　３名

選手男子　　 １６名
　女子 　　１５名

監　督 坂庭　　泉 49 （財）埼玉県サッカー協会 さいたま市
女　　子 長谷川暁雄 46 県立久喜高校（教） 久喜市
少年男子 鈴木　　豊 35 県立浦和東高校(教) さいたま市

女子選手 Ｇ　Ｋ 田尻　有美 16 県立伊奈学園総合高校２年 伊奈町
Ｄ　Ｆ 三浦　真澄 19 武蔵丘短期大学２年 吉見町
Ｄ　Ｆ 金箱　紗奈 21 日本体育大学４年 蕨市
Ｄ　Ｆ 矢島　由希 21 尚美学園大学４年 川越市
Ｄ　Ｆ 児玉　奈々 20 神奈川大学３年 川口市
Ｍ　Ｆ 吉田　　葵 21 尚美学園大学４年 川越市
Ｍ　Ｆ 佐藤はるか 17 本庄第一高校３年 本庄市
Ｍ　Ｆ 高橋　花歩 18 尚美学園大学１年 川越市
Ｆ　Ｗ 橋本夏那子 21 関東学園大学４年 さいたま市
Ｍ　Ｆ 弘中　麻美 21 尚美学園大学４年 川越市
Ｍ　Ｆ 池田　貴美 19 尚美学園大学２年 川越市
Ｇ　Ｋ 飯嶌うなみ 19 尚美学園大学２年 川越市
Ｄ　Ｆ 八島　亜美 19 目白大学２年 さいたま市
Ｍ　Ｆ 糸井　翔子 17 本庄第一高校３年 本庄市
Ｆ　Ｗ 大滝　彩美 18 尚美学園大学１年 川越市

少年男子選手 Ｇ　Ｋ 川田　修平 15 県立与野高校１年 さいたま市
Ｄ　Ｆ 新井　純平 15 県立大宮南高校１年 さいたま市
Ｄ　Ｆ 寄特　直人 15 川口市立県陽高校１年 川口市
Ｄ　Ｆ 西澤　秀平 15 県立与野高校１年 さいたま市
Ｄ　Ｆ 菊池　　翔 15 県立庄和高校１年 春日部市
Ｍ　Ｆ 西袋　裕太 15 県立大宮南高校１年 さいたま市
Ｍ　Ｆ 野沢　英之 15 県立和光国際高校１年 和光市
Ｍ　Ｆ 小峯　洋介 15 県立与野高校１年 さいたま市
Ｍ　Ｆ 前田　直輝　 15 西武台高校１年 新座市
Ｆ　Ｗ 中山　雄希 15 武南高校１年 蕨市
Ｍ　Ｆ 繁田　秀斗 15 県立与野高校１年 さいたま市
Ｇ　Ｋ 河野　隼人 15 県立桶川西高校１年 桶川市
Ｍ　Ｆ 金野　僚太 15 県立与野高校１年 さいたま市
Ｍ　Ｆ 長谷　　優 15 川口市立県陽高校１年 川口市
Ｍ　Ｆ 立野　峻平 15 さいたま市立浦和南高校１年 さいたま市
Ｆ　Ｗ 斎藤　涼太 15 県立草加高校１年 草加市

合計　３４名



テニス競技 監　　　督 　　３名

監督兼選手　　 ２名
選手男子　　 　３名

　女子　　 　３名

監　督 油井　正幸 71 埼玉県テニス協会 春日部市
成年男子兼選手 笹井　正樹 20 法政大学３年 さいたま市
成年女子兼選手 鈴木　直子 20 亜細亜大学３年 川越市
少年男子 江本圭之介 45 県立越谷総合技術高校(教) 越谷市
少年女子 阪　　幸信 48 秀明英光高校(教) 上尾市

選　手 成年男子　 笹井　正樹 20 法政大学３年 さいたま市
　 濱中　重宏 20 明治大学３年 新座市

成年女子　 鈴木　直子 20 亜細亜大学３年 川越市
権頭　由梨 20 駒沢大学３年 さいたま市

少年男子 大城　　光 17 秀明英光高校３年 上尾市
綿貫　敬介 16 大成高校２年 春日部市

少年女子 多田　奈央 17 秀明英光高校３年 上尾市
足立　真美 14 行田市立忍中学校３年 行田市

ボート競技 監　　督　　　７名

選手男子　　１８名
　女子　　１７名

監　督 和田　　卓 65 埼玉県ボート協会 戸田市
成年男子 寿　啓一朗 26 (独）理化学研究所 戸田市
成年女子 野中　誠司 27 戸田中央総合病院 戸田市
少年男子 井上　雄祐 46 県立南稜高校（教） 戸田市
少年男子 大野　圭一 41 川口市立川口高校（教） 川口市
少年女子 滝島　　光 27 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 52 県立越ヶ谷高校(教） 越谷市

成年男子選手 舵手つきフォア　　Ｃ 鈴木慎一郎 23 埼玉県警察機動隊 朝霞市
　　　〃　　    　Ｓ 浦壁　孝幸 23 埼玉県警察機動隊 朝霞市
　　　〃　　　    ３ 山口　慶幸 27 埼玉県警察機動隊 朝霞市
　　　〃　　　    ２ 松本　竜一 28 埼玉県警察機動隊 朝霞市
　　　〃　　    　Ｂ 佐藤　春樹 24 埼玉県警察機動隊 朝霞市
　　　〃 米山　啓介 25 埼玉県警察機動隊 朝霞市

ダブルスカル　　　Ｓ 島田　　翔 22 戸田中央総合病院 戸田市
　　　　　　　　　Ｂ 川元　英敏 26 戸田中央総合病院 戸田市

シングルスカル　　Ｓ 三塚　和彦 28 戸田中央看護専門学校(職) 戸田市

成年女子選手 舵手つきｸォﾄﾞﾙﾌﾟﾙ Ｃ 根本　実季 18 日本体育大学１年 三郷市
　　　〃　　    　Ｓ 難波　更予 20 立教大学３年 越谷市
　　　〃　　　    ３ 熊倉　美咲 27 一般社団法人TMG本部 戸田市
　　　〃　　　    ２ 新中さやか 21 東京医科歯科大学３年 桶川市
　　　〃　　    　Ｂ 藤田　裕美 21 早稲田大学４年 さいたま市
　　　〃 中村　実季 20 明治大学３年 越谷市

ダブルスカル　　　Ｓ 中村　　藍 22 一橋大学４年 戸田市
　　　　　　　　　Ｂ 長尾　美樹 23 ㈱リクルート 戸田市

シングルスカル　　Ｓ 中山　友紀 21 明治大学４年 三郷市

合計　１１名

合計　４２名



少年男子選手 舵手つきｸォﾄﾞﾙﾌﾟﾙ Ｃ 山崎　弦輝 17 県立南稜高校３年 戸田市
　　　〃　　    　Ｓ 堤　　俊太 17 県立浦和高校３年 さいたま市
　　　〃　　　    ３ 菊池　亮扶 16 県立浦和高校２年 さいたま市
　　　〃　　　    ２ 松本　裕介 16 県立南稜高校２年 戸田市
　　　〃　　    　Ｂ 小山　和亮 16 県立南稜高校２年 戸田市
　　　〃 高本　幸祐 17 県立浦和高校３年 さいたま市

ダブルスカル　　　Ｓ 中島　　涼 17 県立八潮高校３年 八潮市
　　　　　　　　　Ｂ 佐々木拓哉 16 県立浦和高校２年 さいたま市

シングルスカル　　Ｓ 原　　和紀 17 川口市立川口高校３年 川口市

少年女子選手舵手つきｸォﾄﾞﾙﾌﾟﾙ Ｃ 宮川　　遥 17 県立浦和第一女子高校３年 さいたま市
　　　〃　　    　Ｓ 松岡　　結 17 県立浦和第一女子高校３年 さいたま市
　　　〃　　　    ３ 伊勢　栞理 16 県立大宮高校２年 さいたま市
　　　〃　　　    ２ 望月みづほ 17 県立大宮高校３年 さいたま市
　　　〃　　    　Ｂ 坂元ちひろ 17 川口市立川口高校３年 川口市
　　　〃 高鹿　恵子 16 県立越ヶ谷高校２年 越谷市

ダブルスカル　　　Ｓ 廣瀬　未来 17 川口市立川口高校３年 川口市
　　　〃　　　　　Ｂ 国分　　郁 17 川口市立川口高校３年 川口市

ボクシング競技 監　　督　　　１名

選手男子　　　５名

監　督 成年男子 中園　健治 36 自衛隊体育学校 朝霞市

選　手
成年男子 バンタム級 須佐　勝明 25 自衛隊体育学校 朝霞市

ライト級 佐藤　一喜 23 自衛隊体育学校 朝霞市
ライトウェルター級 田中亜希良 19 平成国際大学２年 加須市
ウェルター級 佐藤　龍士 21 自衛隊体育学校 朝霞市
ミドル級 岸本　篤史 20 平成国際大学３年 草加市

選手女子　　２２名

監 督 成年女子 藤本　幹朗 35 上尾中央総合病院 上尾市
少年女子 伊藤　潔美 50 細田学園高校(教） 志木市

選 手 成年女子６人制 榛澤　舞子 28 上尾中央総合病院 上尾市
白田　博子 26 上尾中央総合病院 上尾市
齋木　美香 25 上尾中央総合病院 上尾市
澤畠　文子 24 上尾中央総合病院 上尾市
川村　彩菜 24 上尾中央総合病院 上尾市
土田　望未 23 上尾中央総合病院 上尾市
原田砂代子 23 上尾中央総合病院 上尾市
田辺　由美 23 上尾中央総合病院 上尾市
皆本明日香 22 上尾中央総合病院 上尾市
関　　　舞 20 上尾中央総合病院 上尾市
平井　桃子 19 上尾中央総合病院 上尾市

合計　　６名

バレーボール競技 監　　督　　　２名
合計　２４名



少年女子 山田真唯子 15 細田学園高校１年 志木市
徐　　婷婷 16 細田学園高校２年 志木市
渡辺　久恵 17 川越市立川越高校３年 川越市
引地　　舞 16 春日部共栄高校２年 春日部市
松岡　恵里 15 細田学園高校１年 志木市
小野寺なつみ 17 細田学園高校３年 志木市
宮澤美佐紀 17 春日部共栄高校３年 春日部市
上坪　遙奈 17 細田学園高校３年 志木市
田中　美帆 16 細田学園高校２年 志木市
横山亜優美 16 細田学園高校２年 志木市
渡辺　叶絵 17 細田学園高校３年 志木市

体操競技 監　　督　　　５名

選手男子　　　８名
　女子　　　９名

監　督 向井　　司 50 県立大宮東高校(教） さいたま市
成年男子 新島　隆光 55 県立岩槻高校(教） さいたま市
少年男子 堀出　一夫 58 埼玉栄高校(教) さいたま市
少年女子 菅原　　寛 59 ＮＰＯ法人戸田市スポーツクラブ 戸田市
少年女子新体操 酒井真由美 46 星野高校(教） 川越市

選　手 成年男子 寺尾　尚之 22 徳洲会体操クラブ さいたま市
宗像　　陸 20 仙台大学３年 さいたま市
北條　陽大 20 順天堂大学３年 さいたま市
佐藤　　亘 20 仙台大学３年 さいたま市

少年男子 武田　一志 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
加藤　凌平 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
松田　祐太 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
安川　　航 16 県立大宮東高校２年 さいたま市

少年女子 兎澤　　静 15 県立戸田翔陽高校１年 戸田市
木村菜智子 16 聖望学園高校２年 飯能市
村山　真由 14 戸田市立新曽中学校３年 戸田市
谷口　佳乃 14 戸田市立新曽中学校３年 戸田市

少年女子新体操 栗原　美里 16 星野高校２年 川越市
鈴木　弥優 16 星野高校２年 川越市
大川　樹里 17 星野高校３年 川越市
土屋　　言 17 星野高校３年 川越市
山畑　麻奈 16 星野高校２年 川越市

バスケットボール競技 監　　督　　　１名

　 選手男子　　１１名

監　督 少年男子 井上　裕史 50 県立浦和工業高校（教） さいたま市

選　手 少年男子 大江　裕介 17 県立春日部高校３年 春日部市
村上　健太 17 西武文理高校３年 狭山市
山崎　　稜 17 昌平高校３年 杉戸町
岸　　祐介 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
八木　健吾 17 昌平高校３年 杉戸町
廣瀬　暁登 18 昌平高校３年 杉戸町
中村　恒貴 17 昌平高校３年 杉戸町
秋元　政彦 17 県立春日部高校３年 春日部市
井上　亮太 16 昌平高校２年 杉戸町
斉藤　　潤 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
渡部　　舜 16 正智深谷高校２年 深谷市

合計　２２名

合計　１２名



レスリング競技 監　　督　　 　３名

選手男子　　 １３名

監　督 野口　篤史 42 埼玉栄高校(教) さいたま市
成年男子 笹山　秀雄 42 自衛隊体育学校 朝霞市
少年男子 高坂　拓也 29 花咲徳栄高校(教) 加須市

選　手
成年男子 フリー　　５５ｋｇ級 冨田　和秀 24 自衛隊体育学校 朝霞市

フリー　　６０ｋｇ級 湯元　進一 25 自衛隊体育学校 朝霞市
フリー　　９６ｋｇ級 坂本　憲蔵 25 自衛隊体育学校 朝霞市
グレコ　　７４ｋｇ級 葛西　直人 24 自衛隊体育学校 朝霞市
グレコ　　８４ｋｇ級 伊藤　　諒 22 自衛隊体育学校 朝霞市
グレコ　１２０ｋｇ級 新庄　寛和 27 自衛隊体育学校 朝霞市

少年男子 フリー　　５５ｋｇ級 杉山　雄介 16 花咲徳栄高校２年 加須市
フリー　　６０ｋｇ級 髙橋　翔平 17 花咲徳栄高校３年 加須市
フリー　　６６ｋｇ級 保坂　　健 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
フリー　　９６ｋｇ級 山本　康稀 16 花咲徳栄高校２年 加須市
グレコ　　７４ｋｇ級 永本　　与 17 花咲徳栄高校３年 加須市
グレコ　　８４ｋｇ級 吉岡　靖典 16 花咲徳栄高校２年 加須市
グレコ　１２０ｋｇ級 山本　晋也 15 花咲徳栄高校１年 加須市

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 42 川口市役所 川口市
少年男子 田口　公一 69 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 50 本田技研工業㈱ 朝霞市

国体ウインドサーフィン級 細井　雄一 52 富士フイルム㈱ 川口市

成年女子 国体ウインドサーフィン級 錬石　恵子 42 富士フイルム㈱ さいたま市

少年男子 シーホッパー級スモールリグ 岡崎　一輝 16 埼玉栄高校２年 さいたま市

監　　　督　　２名
監督兼選手　　１名

選手男子　　　６名

監　督 西澤　勝美 44 自衛隊体育学校 朝霞市
成年男子兼選手 吉岡　祐司 25 自衛隊体育学校 朝霞市
少年男子 吉野　　岳 28 埼玉栄高校(教） さいたま市

選　手
成年男子 　　５６ｋｇ級 越智　一平 26 自衛隊体育学校 朝霞市

　　６９ｋｇ級 上地　克彦 24 自衛隊体育学校 朝霞市
　　８５ｋｇ級 綾部　昌慶 25 自衛隊体育学校 朝霞市
　　９４ｋｇ級 吉岡　祐司 25 自衛隊体育学校 朝霞市

少年男子 　　７７ｋｇ級 吉野　仁紀 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
　　８５ｋｇ級 片山　智裕 17 県立川口高校３年 川口市
　　９４ｋｇ級 中村　　猛 15 埼玉栄高校１年 さいたま市

合計　１６名

合計　　６名

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技 合計　　９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 矢内　　浩 49 大崎電気工業㈱ 三芳町
成年男子 岩本　真典 39 大崎電気工業㈱ 三芳町
少年男子 岩本　　明 48 浦和学院高校(教) さいたま市
少年女子 綿引　　智 46 県立川口東高校(教) 川口市

選　手 成年男子 浦和　克行 28 大崎電気工業㈱ 三芳町
染谷　雄輝 23 大崎電気工業㈱ 三芳町
小澤　広太 24 大崎電気工業㈱ 三芳町
内田　雄士 28 大崎電気工業㈱ 三芳町
岩永　　生 26 大崎電気工業㈱ 三芳町
豊田　賢治 30 大崎電気工業㈱ 三芳町
石川　　出 22 大崎電気工業㈱ 三芳町
東長濱秀希 22 大崎電気工業㈱ 三芳町
永島　英明 33 大崎電気工業㈱ 三芳町
夏山　陽平 23 大崎電気工業㈱ 三芳町
森　　　淳 23 大崎電気工業㈱ 三芳町
東　　佑三 24 大崎電気工業㈱ 三芳町

少年男子 加藤　芳規 17 浦和学院高校３年 さいたま市
鈴木　翔大 17 浦和学院高校３年 さいたま市
越田　　涼 17 浦和学院高校３年 さいたま市
田口　　亮 17 浦和学院高校３年 さいたま市
蛯原　明寿 17 浦和学院高校３年 さいたま市
三本木弘樹 17 浦和学院高校３年 さいたま市
宇田　　椋 17 浦和学院高校３年 さいたま市
小松　玲暢 17 浦和学院高校３年 さいたま市
大村　蓮二 17 浦和学院高校３年 さいたま市
杉田　諒太 17 県立川口東高校３年 川口市
松島　良明 17 県立川口東高校３年 川口市
高畑　貴成 17 さいたま市立浦和高校３年さいたま市

少年女子 亀田　潮里 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
相田かなえ 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
前田　千聡 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
秋山　泰代 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
石井　優花 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
山﨑　優美 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
綿引　彩恵 15 埼玉栄高校１年 さいたま市
麻生　未紗 17 浦和実業学園高校３年 さいたま市
宇田　萌乃 17 浦和実業学園高校３年 さいたま市
岡田　栞奈 17 浦和実業学園高校３年 さいたま市
佐藤　美鈴 16 浦和実業学園高校２年 さいたま市
関根　志穂 17 浦和実業学園高校３年 さいたま市

合計　４０名



　　　　

自転車競技 監督兼ﾒｶﾆｼｬﾝ  １名

監督　　　　  １名
選手男子　　　９名

監　督 成年男子兼ﾒｶﾆｼｬﾝ 渋谷　陽治 41 県立川越工業高校(教) 川越市
少年男子 松沢　建二 49 小松原高校(教) さいたま市

選　手
成年男子 １ｋｍＴＴ他 野村　匡仁 21 日本体育大学４年 伊奈町

スプリント他 土屋　壮登 22 光エンジニアリング 宮代町
ポイントレース他 笠原　恭輔 18 中央大学１年 さいたま市
４ｋｍ速度他 中尾　佳祐 19 順天堂大学２年 川越市

少年男子 １ｋｍＴＴ他 佐々木勇輔 17 早稲田大学本庄高等学院３年 本庄市
ケイリン他 市川　貴大 16 県立川越工業高校２年 川越市
スプリント他 森田　雅土 17 立教新座高校３年 新座市
ポイントレース他 中里　　仁 17 小松原高校３年 さいたま市
４ｋｍ速度他 長瀬　幸治 17 栄北高校３年 伊奈町

監　　督　　　４名
監督兼選手　　１名
選手男子　　１１名
選手女子　　１２名

監　督 櫻井　智明 56 川口市役所 川口市
成年男子兼選手 池田　裕介 32 川口市役所 川口市
成年女子 中村　雅美 51 川口市役所 川口市
少年男子 小林　久夫 51 県立松山高校(教) 東松山市
少年女子 今村　昌司 47 埼玉平成高校(教) 毛呂山町

選　手 成年男子 池田　裕介 32 川口市役所 川口市
石川　哲蔵 28 川口市役所 川口市
菅野　創世 26 川口市役所 川口市
渡辺　秀幸 22 川口市役所 川口市
大熊　友也 18 明治大学１年 川越市
川尻鈴ノ介 18 早稲田大学１年 川口市

成年女子 山形　珠礼 20 明治大学３年 川口市
工藤　美雪 20 明治大学３年 川口市
中村　朱里 21 ㈱ヨネックス 杉戸町
德田絵理子 21 和洋女子大学４年 蓮田市
上野　彩花 18 日本体育大学１年 川口市
工藤　育美 23 ㈱ヨネックス 川口市

少年男子 中島　悠真 17 武蔵越生高校３年 越生町
石川　貴也 17 武蔵越生高校３年 越生町
小川　隼介 17 県立松山高校３年 東松山市
田中　博洋 17 県立松山高校３年 東松山市
足立　賢治 17 武蔵越生高校３年 越生町
神部　亮太 16 武蔵越生高校２年 越生町

少年女子 島田　礼実 15 埼玉平成高校１年 毛呂山町
川筋　美紀 17 埼玉平成高校３年 毛呂山町
辻　みなみ 17 県立岩槻商業高校３年 さいたま市
會田　奈緒 16 県立岩槻商業高校２年 さいたま市
松本　愛美 17 県立岩槻商業高校３年 さいたま市
戸野倉まみ 17 埼玉平成高校３年 毛呂山町

合計　１１名

ソフトテニス競技
合計　２８名



卓球競技 監　　督　　２名

選手男子　　３名
　 　女子　　３名

　 監　督 成年男子 沼田　政之 57 埼玉工業大学(職） 深谷市
少年女子 平　　亮太 38 正智深谷高校(教) 深谷市

選　手 成年男子 平屋　広大 20 埼玉工業大学３年 深谷市
塩野　真人 23 東京アート㈱ 入間市
佐藤　光彦 18 埼玉工業大学１年 深谷市

少年女子 平　侑里香 14 本庄市立本庄東中学校３年 本庄市
稲田　侑加 17 正智深谷高校３年 深谷市
亀崎　　絢 17 川口市立川口総合高校３年 川口市

軟式野球競技 監督兼選手　　 １名

選手男子　　 １５名

監　督 成年男子兼選手 逆井　　誠 30 パイオニア株式会社 川越市

選　手 成年男子 赤坂　恵一 26 パイオニア株式会社 川越市
村田　竜也 24 パイオニア株式会社 川越市
川崎　貴弘 29 パイオニア株式会社 川越市
沖本　龍也 24 パイオニア株式会社 川越市
川畑　直史 25 パイオニア株式会社 川越市
玄海　英称 25 パイオニア株式会社 川越市
福島　隆之 33 パイオニア株式会社 川越市
柘植　宏介 23 パイオニア株式会社 川越市
鹿谷　武司 30 パイオニア株式会社 川越市
松谷　勇樹 24 パイオニア株式会社 川越市
十河　英樹 25 パイオニア株式会社 川越市
川岡　　隆 37 (株)鷺宮製作所 狭山市
平本　哲大 24 パイオニア株式会社 川越市
加藤　敬典 25 パイオニア株式会社 川越市
田口　健吾 29 パイオニア株式会社 川越市
逆井　　誠 30 パイオニア株式会社 川越市

相撲競技 監　　督　　　３名

選手男子　　　８名

監　督 稲毛　　修 52 県立蕨高校(教) 蕨市
成年男子 栂木　崇行 35 日本通運(株) さいたま市
少年男子 山田　道紀 44 埼玉栄高校(教） さいたま市

選　手
成年男子 先鋒 矢島　健一 32 日本通運（株） さいたま市

中堅 榎本　翔太 24 日本通運（株） さいたま市
大将 佐久間貴之 21 日本大学３年 さいたま市

少年男子 先鋒 中村　大輝 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
二陣 岩崎　正也 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
中堅 内山　翔太 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
副将 高西　勇人 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
大将 小山内力樹 15 埼玉栄高校１年 さいたま市

合計　８名

合計　１６名

合計　１１名



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 44 駿ホースクラブ 本庄市
ﾎｰｽﾏﾈｰｼﾞｬｰ兼選手 平澤来瑠美 16 本庄第一高校２年 本庄市

選　手 成　　年 西塚　重二 44 駿ホースクラブ 本庄市
照井　駿介 19 早稲田大学２年 本庄市
川口麻衣子 36 駿ホースクラブ 本庄市
小久保　守 45 県立浦和工業高校(教） さいたま市

少　　年 西塚愛由美 17 本庄第一高校３年 本庄市
酒井　　彩 16 開智学園中学高等学校２年 さいたま市
平澤来瑠美 16 本庄第一高校２年 本庄市

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 33 埼玉栄高校(教） さいたま市
成年男子兼選手 昆　　直毅 23 日本大学 久喜市
成年女子兼選手 草野　広美 20 日本大学３年 さいたま市
少年男子 千野　一也 55 埼玉栄高校(教） さいたま市

選　手 成年男子 昆　　直毅 23 日本大学 久喜市
北川宗一郎 21 早稲田大学４年 久喜市
北川隆之介 18 早稲田大学１年 久喜市

成年女子 草野　広美 20 日本大学３年 さいたま市
中野　早織 19 日本大学２年 さいたま市
森岡　美帆 19 東京女子体育大学２年 さいたま市

少年男子 片倉　祥太 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
荒井　諒平 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
佃　　史成 16 埼玉栄高校２年 さいたま市

合計　７名　

合計　１１名



柔道競技 監　　督　　　　５名

選手男子　　　１０名

　 　女子　　　　６名

監　督 新井　俊明 54 埼玉県警察学校 さいたま市
成年男子 鴨治　貴司 43 埼玉県警察機動隊 朝霞市
成年女子 今田　一成 28 自衛隊体育学校 朝霞市
少年男子 橋本　直人 50 県立松山高校(教) 東松山市
少年女子 勝部　　武 37 県立桶川高校(教) 桶川市

選　手
　成年男子 先鋒 田中　　誠 25 自衛隊体育学校 朝霞市

次鋒 赤迫　佑介 23 自衛隊体育学校 朝霞市
中堅 手塚　勝彦 31 埼玉県警察機動隊 朝霞市
副将 新井　信吾 25 埼玉県警察機動隊 朝霞市
大将 生田　秀和 31 綜合警備保障（株） さいたま市

　成年女子 先鋒 秋元　江美 21 帝京大学４年 さいたま市
中堅 前田奈恵子 18 帝京大学１年 さいたま市
大将 烏帽子美久 18 東海大学１年 さいたま市

少年男子 先鋒 蛯沢　敏生 16 県立蕨高校２年 蕨市
次鋒 松原　　悠 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
中堅 小林　悠輔 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
副将 鎌田　将輝 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
大将 嶌本　　航 17 埼玉栄高校３年 さいたま市

　少年女子 先鋒 太田　千鶴 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
中堅 福島　萌衣 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
大将 西澤さゆり 17 県立大宮工業高校３年 さいたま市

監　　督　　　１名

選手男子　　１３名

監　督 少年男子 宇草　康祐 47 埼玉栄高校（教） さいたま市

選　手 少年男子 武井　大樹 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
谷川　　祐 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
佐々木賢太郎 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
川村　知明 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
島田　拓人 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
引間　健太 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
林　　裕介 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
森川　育美 17 浦和学院高校３年 さいたま市
宮崎　公哉 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
堀田　恭兵 17 県立秩父農工科学高校３年 秩父市
鳥山　和也 17 県立秩父農工科学高校３年 秩父市
小久保貴幸 17 県立秩父農工科学高校３年 秩父市
中塚　憲介 17 浦和学院高校３年 さいたま市

合計　２１名

ソフトボール競技 合計　１４名



バドミントン競技 監　　督　　　４名

選手男子　　  ６名
　女子　　  ３名

監　督 能登　則男 57 戸田市立笹目東小学校(教) 戸田市
成年男子 中條　　彪 47 日本ユニシス㈱ さいたま市
少年男子 大屋　貴司 41 埼玉栄高校(教) さいたま市
少年女子 大高　史夫 58 県立大宮東高校(教) さいたま市

選　手　 成年男子 遠藤　大由 23 日本ユニシス㈱ さいたま市
山田　和司 23 日本ユニシス㈱ さいたま市
上田　拓馬 21 早稲田大学４年 さいたま市

少年男子 和田　治久 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
竹内　宏気 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
竹内　義憲 17 埼玉栄高校３年 さいたま市

少年女子 中村　梨沙 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
小橋　　霞 16 埼玉栄高校２年 さいたま市
奥原　希望 15 県立大宮東高校１年 さいたま市

選手男子　　　　２名
　女子　　　　２名

監　督 成年男子兼選手 齊藤慎太郎 28 シーケーエンジニアリング㈱ さいたま市
成年女子兼選手 鹿野　信恵 48 埼玉県弓道連盟 越谷市

選　手 成年男子 齊藤慎太郎 28 シーケーエンジニアリング㈱ さいたま市
齊藤　裕太 25 ㈱ツバコー西関東 入間市
馬場　信真 24 ㈱サンケイ化学 深谷市

成年女子 鹿野　信恵 48 埼玉県弓道連盟 越谷市
冨田　有紀 28 シーケーエンジニアリング（株） さいたま市
吉澤　郷実 29 持田製薬㈱ 川越市

ライフル射撃競技 監　　督　　２名

選手男子　　６名
　 　女子　　５名

監　督 松田　信義 36 栄北高校（教） 伊奈町
木村千代勝 56 自衛隊体育学校 朝霞市

選　手
　成年男子 50m3×40M 山下　敏和 33 自衛隊体育学校 朝霞市

10mS60M･10mP60M 松本　崇志 26 自衛隊体育学校 朝霞市
50mP60M･50mK20M 谷島　　緑 30 自衛隊体育学校 朝霞市
CP60M･CP30M 土橋　　晃 30 自衛隊体育学校 朝霞市

　成年女子 50m3×20W･50mP60W 源　　洋子 42 ㈱日立情報システムズ 和光市
BRS40W･BRT60W 澁井　菜月 18 日本大学１年 さいたま市
10mS40W 古野本真希 25 ㈱日立情報システムズ 戸田市

少年男子 10mS60JM･10mS20JM 小島　和敏 17 栄北高校３年 伊奈町
BRS60JM 千葉　　輝 17 栄北高校３年 伊奈町

　少年女子 10mS40JW･10mS20JW 渡辺　美玖 17 栄北高校３年 伊奈町
BRS40JW 小泉　茉優 17 栄北高校３年 伊奈町

合計　１３名

弓道競技 監督兼選手　　　２名
合計　６名

合計 　１３名



剣道競技 監督兼選手    ２名

選手男子　　  ４名
　女子　　　２名　　

監　督 成年男子兼選手 齋籐　茂樹 56 県立宮代高校(教) 宮代町
成年女子兼選手 堀川　智子 45 (財)埼玉県剣道連盟 越谷市

選　手
　成年男子 先鋒 竹越　　充 22 NTTコミュニケーションズ（株） さいたま市

次鋒 橋本　桂一 29 伊田テクノス（株） 東松山市
中堅 間所　俊晴 35 栄光武道具（株） 越谷市
副将 新井　常夫 48 埼玉県警察本部警備部機動隊 朝霞市
大将 齋籐　茂樹 56 県立宮代高校(教) 宮代町

　成年女子 先鋒 荒井　貴子 26 加須市立加須平成中学校(教) 加須市
中堅 村山　千夏 35 埼玉県警察本部警備部機動隊 朝霞市
大将 堀川　智子 45 (財)埼玉県剣道連盟 越谷市

ラクビーフットボール競技 監督兼選手　　　１名

選手男子　　　２１名

監　督 成年男子兼選手 田村　文明 28 県立上尾特別支援学校(教) 上尾市

選　手 成年男子 田村　文明 28 県立上尾特別支援学校(教) 上尾市
中井　高志 27 セコム（株） 狭山市
海老沢　洋 25 セコム（株） 狭山市
星　　源太 23 ㈱伊勢丹 春日部市
閑野　智彦 28 富士ゼロックス㈱ 深谷市
西川　　匠 25 セコム（株） 狭山市
松島　直司 24 上里町立上里中学校(教) 上里町
藤田　大吾 25 セコム（株） 狭山市
岡本　雅人 23 ハタヤスポーツ 深谷市
清水　智文 23 ㈱博報堂 本庄市
鈴木　　健 28 セコム㈱ 狭山市
清水　祐哉 22 県立岩槻北陵高校(教) さいたま市
谷口　拓郎 25 マイクロソフト㈱ 川越市
島川　大輝 26 クラブ遊 川口市
朝夷　康晴 26 ㈱博報堂 志木市
本郷伸太郎 24 立教新座中学高校(教) 新座市
島田　聡宣 30 富士ゼロックス神奈川㈱ 所沢市
赤嶺良太郎 34 セコム㈱ 狭山市
星　　雄太 27 ㈱三越 春日部市
三宅　邦隆 28 県立滑川総合高校(教) 滑川町
三浦　史之 29 航空自衛隊　入間基地 入間市
山口　恭正 28 三国コカコーラボトリング㈱ 桶川市

山岳競技 監　　督　　２名

選手男子　　２名
選手女子　　２名

監　督 成年男子 佐藤　　豊 43 ㈱アルテリア 狭山市
少年女子 宇津木秀二 48 県立伊奈学園総合高校(教) 伊奈町

選　手 成年男子 古川　　慧 27 ㈱ショーワ 行田市
角田　大樹 21 早稲田大学４年 北本市

少年女子 是永つぐみ 16 東京家政大学附属女子高校２年 川口市
尾上　　彩 14 川口市立南中学校３年 川口市

合計　８名

合計　２２名

合計　　６名



カヌー競技
選手男子　　　７名

　 　女子　　　３名

監　督 ＣＳＰ 會田　浩二 33 県立越谷東高校(教) 越谷市
ＣＳＬ・ＷＷＣ 笹川　佳範 44 （株）協和地質コンサルタント さいたま市

成年男子選手 ＣＳＰ　Ｋ－１ 島村　健司 36 吉村工業（株） 戸田市
ＣＳＰ　Ｃ－１ 阿部　真也 26 ㈱ムラクシ 戸田市
ＣＳＬ　Ｋ－１ 佐藤　俊平 30 クロスディメンション㈱ 三郷市
ＷＷＣ　Ｋ－１ 石川　浩二 36 陸上自衛隊朝霞駐屯地 朝霞市

成年女子選手 ＣＳＬ　Ｋ－１ 矢澤　亜季 18 駿河台大学１年 飯能市
ＷＷＣ　Ｋ－１ 新井久美子 19 日本体育大学２年 桶川市

少年男子選手 ＣＳＰ　Ｋ－１ 安藤　　翼 17 県立越谷東高校３年 越谷市

ＣＳＰ　Ｋ－２ 浅子　　穣 16 県立浦和高校２年 さいたま市
井堀　拓郎 16 県立浦和高校２年 さいたま市

少年女子選手 ＣＳＰ　Ｋ－１ 大塚　有咲 17 県立越谷東高校３年 越谷市

監　　督　　　１名
監督兼選手　　１名

　 選手男子　　　５名

監　督 成年男子兼選手 脇野　智和 33 自衛隊体育学校 朝霞市
少年男子 後藤　孝雄 32 県立宮代高校(教) 宮代町

選　手 成年男子 脇野　智和 33 自衛隊体育学校 朝霞市
喜多田治彦 23 自衛隊体育学校 朝霞市
矢島　　博 21 ヤジマシール 宮代町

少年男子 岩崎　恭平 16 県立宮代高校２年 宮代町
長　　順之 16 栄東高校２年 さいたま市
秋元　太輔 17 県立越ヶ谷高校３年 越谷市

空手道競技 監　　督　　　１名

選手男子　　　５名
　女子　　　２名

監　督 藤平　敏治 38 さいたま市水道局 さいたま市

選　手
　成年男子 組手軽量級 大塚　徹也 21 大正大学４年 越谷市

組手中量級 菊池　亮太 18 大正大学１年 さいたま市
組手重量級 佐藤　友哉 21 日本大学４年 さいたま市

　成年女子 組手 染谷　香予 18 帝京大学１年 加須市

　少年男子 組手 森　　一馬 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
形 戸口　大輝 17 埼玉栄高校３年 さいたま市

　少年女子 組手 染谷真有美 16 花咲徳栄高校２年 加須市

監　　督　　　２名
合計　１２名

アーチェリー競技
合計　７名

合計　　８名



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 田山　和明 33 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 俵山　　崇 29 陸上自衛隊第３２普通科連隊 さいたま市

中堅 田山　和明 33 陸上自衛隊第３２普通科連隊 さいたま市
大将 木村　智宏 32 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 兼選手 栗原　貞夫 59 ㈱イルマオートセンター 日高市

選　手
　成　年 トラップ 栗原　貞夫 59 ㈱イルマオートセンター 日高市

野口　　章 59 有限会社野口石材 熊谷市
大山　重隆 28 (有)大山商事 戸田市

なぎなた競技 監　　督　　　１名

　 選手女子　　　６名

監　督 鈴木　　亘 40 埼玉栄中学高校(教) さいたま市

選　手
　成年女子 大将 蓮見可奈恵 24 さいたま市なぎなた連盟 川越市

中堅 篠塚雅菜美 20 神戸松蔭女子学院大３年 さいたま市
先鋒 栗原みほ子 19 日本女子体育大学２年 さいたま市

　少年女子 大将 橋本　実紀 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
中堅 今井　美里 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
先鋒 輪嶋　知里 16 狭山ヶ丘高校２年 入間市

ボウリング競技 監　　督　　 ２名

選手男子　　 ４名
　女子　　 ４名

監　督 成年男子 沼上　孝幸 57 （株）宮川ホーム 日高市
成年女子 金子　正春 52 東京千曲産業(株) ときがわ町

選　手
　成年男子 団体戦・個人戦 山中　將吉 27 (株)セキネアルマイト 越谷市

　 〃 幸地　俊輔 23 (株)日本情報産業 朝霞市
　 〃 小林　　彌 52 東日本トランスポーテック㈱ 桶川市
　 〃 佐渡山　肇 49 松本機工㈱ 小川町

　成年女子 団体戦・個人戦 西井美由紀 53 (株)足利銀行春日部支店 春日部市
　 〃 唐津美佐子 60 埼玉県ボウリング連盟 春日部市
　 〃 坂上　美紀 23 (有)チャウチャウ 朝霞市
　 〃 大丸谷　香 30 蓼科情報㈱ 川口市

合計　１０名

合計　　３名

合計　　３名

合計　　７名



ゴルフ競技 監　　　督　　３名

監督兼選手　　１名
選手男子　　　５名

　女子　　　３名

監　督 三木征一朗 71 (株)セレスポ 富士見市
成年男子兼選手  中島　正春 45 ゴルフ５ 東松山市
女子 橋本　賢一 55 埼玉栄高校（教） さいたま市
少年男子 前田修一郎 63 東漸寺幼稚園（長） 熊谷市

選　手 成年男子 豊島　　豊 32 株式会社バレンシア 志木市
大塚　智之 19 日本大学２年 東松山市
中島　正春 45 ゴルフ５ 東松山市

女子 志賀　友香 19 日本大学２年 蕨市
江澤　亜弥 15 埼玉栄高校１年 さいたま市
辻　　梨恵 16 埼玉栄高校２年 さいたま市

少年男子 森　実佐樹 17 正智深谷高校３年 深谷市
斎藤　　陸 17 埼玉栄高校３年 さいたま市
都　　和人 14 鶴ヶ島市立鶴ヶ島中学校３年 鶴ヶ島市

トライアスロン競技 選手男子　　　１名

　女子　　　１名

選　手 成年男子 原田雄太郎 29 (有)ケンズ 川越市
成年女子 遠藤紗希子 19 日本大学２年 蓮田市

合計　１２名

合計 ２名


