
優勝

水泳（競泳） 成年男子 200m個人メドレー 選手 瀬戸　大也 TEAM DAIYA
少年男子Ｂ 400m自由形 〃 内村　弥路 三芳町立藤久保中学校
少年男子Ｂ 4×100mフリーリレー 〃 岩見　俊祐 春日部共栄高等学校

　　　　〃 〃 神場　一樹 春日部共栄中学校
　　　　〃 〃 會田　　慧 鴻巣市立鴻巣中学校
　　　　〃 〃 細沼　弘輔 埼玉栄高等学校

少年女子Ａ 200m背泳ぎ 〃 水野　柚希 栄東高等学校

体操 成年女子 団体総合 監督 向井　　司 県立浦和西高等学校(教)
　　〃 〃 小野寺　浩 県立ふじみ野高等学校(教)
　　〃 選手 佐藤　涼香 筑波大学
　　〃 〃 宮川　紗江 (株)サンミュージックプロダクション

　　〃 〃 本宮　佳奈 順天堂大学
　　〃 〃 森　　蒼佳 日本体育大学
　　〃 〃 坂谷りんね 筑波大学

レスリング 成年男子 フリースタイル86kg級 選手 石黒　隼士 自衛隊体育学校
女　　子 フリースタイル53kg級 〃 奥野　春菜 自衛隊体育学校

ウエイトリフティング 成年男子 61kg級クリーン＆ジャーク 選手 平井　海斗 自衛隊体育学校

ハンドボール 成年男子 監督 岩本　　明 浦和学院高等学校(教)
〃 近藤　恒俊 大崎電気工業(株)

Ｇ　Ｋ 選手 高橋　　海 大崎電気工業(株)
Ｃ　Ｐ 〃 松岡　寛尚 大崎電気工業(株)
Ｃ　Ｐ 〃 狩野　優太 大崎電気工業(株)
Ｃ　Ｐ 〃 小澤　広太 大崎電気工業(株)
Ｃ　Ｐ 〃 安平　拓馬 大崎電気工業(株)
Ｃ　Ｐ 〃 植垣　健人 大崎電気工業(株)
Ｃ　Ｐ 〃 時村　浩幹 大崎電気工業(株)
Ｃ　Ｐ 〃 山崎　佑真 大崎電気工業(株)
Ｃ　Ｐ 〃 森　　　淳 大崎電気工業(株)
Ｃ　Ｐ 〃 安倍竜之介 大崎電気工業(株)
Ｃ　Ｐ 〃 香川壮次郎 大崎電気工業(株)
Ｇ　Ｋ 〃 木村　昌丈 大崎電気工業(株)

自転車 成年男子 ケイリン 選手 森田　一郎 朝日大学

ライフル射撃 ＭＩＸ成年 10mエア・ライフルミックス 選手 松本　崇志 自衛隊体育学校
　　　　　〃 〃 清水　綾乃 自衛隊体育学校

成年男子 50mライフル膝射（20発） 〃 山下　敏和 自衛隊体育学校
成年男子 10mエア・ライフル立射（60発） 〃 松本　崇志 自衛隊体育学校
成年女子 50mライフル三姿勢 〃 川原　　楓 自衛隊体育学校
成年女子 50mライフル伏射（60発） 〃 川原　　楓 自衛隊体育学校
成年女子 10mエア・ライフル伏射（60発） 〃 清水　綾乃 自衛隊体育学校
成年女子 10mエア・ピストル（60発） 〃 山田　聡子 自衛隊体育学校
少年男子 ビーム・ライフル立射（60発） 〃 江川　翔波 国際学院高等学校

スポーツクライミング 少年女子 ボルダリング 監督 鈴木　友希 (有)フロンティアスピリッツ 

　　〃 選手 小池　はな 川口市立高等学校
　　〃 〃 大澤　苺花 県立川口高等学校
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スケート 成年男子 スピードスケート1000m 選手 松津　秀太 阪南大学
成年男子 スピードスケート2000mリレー 〃 松井　菫也 大東文化大学

　　　　〃 〃 浅木　優吾 大東文化大学
　　　　〃 〃 久保　祐斗 大東文化大学
　　　　〃 〃 松津　秀太 阪南大学

少年女子 ショートトラック1000m 〃 金井　莉佳 埼玉栄高等学校



２位

陸上競技 成年女子 砲丸投 選手 大野　史佳 埼玉大学
少年男子共通 800m 〃 小瀬　堅大 川口市立高等学校

水泳（競泳） 成年男子 4×100mメドレーリレー 選手 内藤　良太 (株)八洲電業社
成年男子 　　　　〃 〃 松村　優樹 さわかみ財団
成年男子 　　　　〃 〃 赤羽根康太 自衛隊体育学校
成年男子 　　　　〃 〃 瀬戸　大也 TEAM DAIYA
成年男子 100m背泳ぎ 〃 内藤　良太 (株)八洲電業社
少年男子Ｂ 100mバタフライ 〃 細沼　弘輔 埼玉栄高等学校
少年女子Ｂ 100m背泳ぎ 〃 園部ゆあら さいたま市立大砂土中学校
少年女子Ｂ 4×100mメドレーリレー 〃 園部ゆあら さいたま市立大砂土中学校

　　　　〃 〃 山田　　澄 春日部共栄高等学校
　　　　〃 〃 中島　紗希 武南高等学校
　　　　〃 〃 髙橋　彩加 埼玉栄高等学校

少年女子Ｂ 4×100mフリーリレー 〃 髙橋　彩加 埼玉栄高等学校
　　　　〃 〃 山本　結月 花咲徳栄高等学校
　　　　〃 〃 田村　好花 さいたま市立大宮西中学校
　　　　〃 〃 園部ゆあら さいたま市立大砂土中学校

テニス 成年女子 監督 岡田　茂夫 県立大宮商業高等学校(教)
〃 阪　　幸信 秀明高等学校(教)
選手 輿石亜佑美 埼玉県テニス協会
〃 山口　芽生 埼玉県テニス協会

ボート 成年男子 舵手付きフォア 監督 和田　　卓 埼玉県ボート協会
 　　　〃 〃 野中　誠司 戸田中央総合病院
 　　　〃 選手 来海　泰志 戸田中央総合病院
 　　　〃 〃 山田　雄恒 立教大学
 　　　〃 〃 今井東吉郎 日本大学
 　　　〃 〃 勝又　晋一 戸田中央総合病院
 　　　〃 〃 小林　雅人 戸田中央総合病院
 　　　〃 〃 山本　一輝 明治大学

バレーボール 成年女子 監督 馬場　大拓 埼玉上尾メディックス
選手 山中　宏予 埼玉上尾メディックス
〃 青柳　京古 埼玉上尾メディックス
〃 仁井田桃子 埼玉上尾メディックス
〃 岩崎こよみ 埼玉上尾メディックス
〃 栗栖　明歩 埼玉上尾メディックス
〃 山崎のの花 埼玉上尾メディックス
〃 吉野　優理 埼玉上尾メディックス
〃 佐藤　優花 埼玉上尾メディックス
〃 目黒　安希 埼玉上尾メディックス
〃 岩澤　実育 埼玉上尾メディックス
〃 岳野ひかる 埼玉上尾メディックス
〃 佐々木海空 埼玉上尾メディックス

体操 少年女子 団体総合 監督 向井　　司 県立浦和西高等学校(教)
　　〃 〃 豊島　リサ NPO戸田スポーツクラブ
　　〃 選手 岸　　里奈 戸田市立新曽中学校
　　〃 〃 山戸　陽茉 新座市立第二中学校
　　〃 〃 川上　紗輝 川越市立福原中学校
　　〃 〃 中濱　汐里 所沢市立向陽中学校
　　〃 〃 有村　凪紗 県立ふじみ野高等学校



レスリング 少年男子 グレコローマン55kg級 選手 永井　陸斗 花咲徳栄高等学校
少年男子 グレコローマン71kg級 〃 菊田　　創 埼玉栄高等学校
少年男子 フリースタイル125kg級 〃 藤田　宝星 花咲徳栄高等学校

ウエイトリフティング 成年男子 55kg級クリーン＆ジャーク 選手 中越　遼太 自衛隊体育学校
少年男子 102kg級スナッチ 〃 鈴木　星空 埼玉栄高等学校
少年男子 102kg級クリーン＆ジャーク 〃 鈴木　星空 埼玉栄高等学校
少年男子 ＋102kg級クリーン＆ジャーク 〃 鈴木　夏空 埼玉栄高等学校

柔道 少年男子 監督 川原　　篤 埼玉栄高等学校(教)
先　鋒 選手 磯野隆太郎 埼玉栄高等学校
次　鋒 〃 杉野　瑛星 埼玉栄高等学校
中　堅 〃 粂田　和樹 埼玉栄高等学校
副　将 〃 新井　道大 埼玉栄高等学校
大　将 〃 坂口　　稜 埼玉栄高等学校

バドミントン 成年男子 監督 能登　則男 埼玉県バドミントン協会
〃 山田　秀樹 ユニアデックス㈱
選手 川本　拓真 BIPROGY(株)
〃 河村　　翼 日本体育大学
〃 百上　拓海 明治大学

成年女子 監督 能登　則男 埼玉県バドミントン協会
〃 名倉　康弘 埼玉栄中学校(教)
選手 林　　　樂 ACT SAIKYO
〃 上杉　　杏 明治大学
〃 吉田　瑠実 早稲田大学

ライフル射撃 成年男子 25mセンターファイアピストル(60発、決勝20発) 選手 松澤　考祐 埼玉県警察機動隊
成年男子 50mライフル伏射（60発） 〃 山下　敏和 自衛隊体育学校
少年男子 ビーム・ピストル（60発） 〃 福永　涼介 国際学院高等学校
少年女子 10mエア・ライフル立射(60発) 〃 嘉部　　恋 西武学園文理高等学校

スポーツクライミング 少年女子 リード 監督 鈴木　友希 （有）フロンティアスピリッツ 

　〃 選手 小池　はな 川口市立高等学校
　〃 〃 大澤　苺花 県立川口高等学校

ボウリング 成年男子 個人 選手 志摩竜太郎 川口スプリングレーンズ

アイスホッケー 少年男子 監督 格地　　現 埼玉栄高等学校(教)
Ｇ　Ｋ 選手 木村　  励 埼玉栄高等学校
Ｇ　Ｋ 〃 常川　渉稀 埼玉栄高等学校
Ｄ　Ｆ 〃 村社　海莉 埼玉栄高等学校
Ｄ　Ｆ 〃 朝比奈大心 埼玉栄高等学校
Ｆ　Ｗ 〃 井口　藍仁 埼玉栄高等学校
Ｆ　Ｗ 〃 小桑　潤矢 埼玉栄高等学校
Ｆ　Ｗ 〃 横須賀大夢 埼玉栄高等学校
Ｄ　Ｆ 〃 森岡　滉葵 埼玉栄高等学校
Ｄ　Ｆ 〃 中村　晃世 埼玉栄高等学校
Ｆ　Ｗ 〃 斉藤　世龍 埼玉栄高等学校
Ｆ　Ｗ 〃 渡辺　力輝 埼玉栄高等学校
Ｆ　Ｗ 〃 木村　詠二 埼玉栄高等学校
Ｄ　Ｆ 〃 吉川　大晃 埼玉栄高等学校
Ｆ　Ｗ 〃 毛塚　大翔 埼玉栄高等学校
Ｆ　Ｗ 〃 棚橋　悠紀 埼玉栄高等学校
Ｆ　Ｗ 〃 安藤　佑真 埼玉栄高等学校



３位

陸上競技 成年男子 400mハードル 選手 川越　広弥 JAWS
成年男子 100m 〃 伊藤孝太郎 東京ガスエコモ
少年女子共通 走高跳 〃 髙橋　美月 埼玉栄高等学校

水泳（競泳） 成年女子 100m平泳ぎ 選手 宮坂　倖乃 明治大学
少年男子Ａ 400m自由形 〃 宮木　宏悦 春日部共栄高等学校
少年男子Ａ 200mバタフライ 〃 川野　博大 武南高等学校
少年男子Ｂ 50m自由形 〃 會田　　慧 鴻巣市立鴻巣中学校
少年女子Ａ 4×100mメドレーリレー 〃 水野　柚希 栄東高等学校
少年女子Ａ 　　　　〃 〃 加藤　心冨 春日部共栄高等学校
少年女子Ａ 　　　　〃 〃 会沢　心唯 春日部共栄高等学校
少年女子Ａ 　　　　〃 〃 関根　倖彩 春日部共栄高等学校

サッカー 成年男子 監督 荻野　清明 県立浦和東高等学校(教)
Ｄ　Ｆ 監督兼選手 福田　俊介 アヴェントゥーラ川口
Ｇ　Ｋ 選手 新海　　隼 アヴェントゥーラ川口
Ｇ　Ｋ 〃 本山　航大 アヴェントゥーラ川口
Ｄ　Ｆ 〃 大野　慶彦 アヴェントゥーラ川口
Ｄ　Ｆ 〃 小羽根公貴 アヴェントゥーラ川口
Ｄ　Ｆ 〃 臼倉　雄生 共栄大学
Ｄ　Ｆ 〃 中村　祐隆 アヴェントゥーラ川口
Ｄ　Ｆ 〃 大久保龍成 アヴェントゥーラ川口
Ｄ　Ｆ 〃 土釜　走太 アヴェントゥーラ川口
Ｍ　Ｆ 〃 轡田　　登 アヴェントゥーラ川口
Ｍ　Ｆ 〃 吉田　翔太 アヴェントゥーラ川口
Ｍ　Ｆ 〃 塩野　稜太 アヴェントゥーラ川口
Ｍ　Ｆ 〃 桜井　潤人 アヴェントゥーラ川口
Ｍ　Ｆ 〃 横山優太郎 アヴェントゥーラ川口
Ｍ　Ｆ 〃 須﨑　光将 アヴェントゥーラ川口
Ｆ　Ｗ 〃 小林　秀征 アヴェントゥーラ川口

テニス 少年女子 監督 岡田　茂夫 県立大宮商業高等学校(教)
〃 今中　隆雄 埼玉県テニス協会
選手 松田　　光 山村学園高等学校
〃 小髙　未織 浦和麗明高等学校

ボクシング 成年男子 ライト級 選手 中里　陽向 日本大学
成年女子 フライ級 〃 大澤　玲奈 日本大学

体操 男　　子 トランポリン 選手 上山　容弘 TOKYO SPORTS ACADEMY

レスリング 成年男子 フリースタイル61kg級 選手 森田　魁人 山梨学院大学

ウエイトリフティング 成年男子 55kg級スナッチ 選手 中越　遼太 自衛隊体育学校
成年男子 61kg級スナッチ 〃 平井　海斗 自衛隊体育学校
少年男子 ＋102kg級スナッチ 〃 鈴木　夏空 埼玉栄高等学校

相撲 成年男子 団体 監督 稲毛　　修 埼玉県相撲連盟
　〃 〃 矢島　健一 日本通運(株)
先　鋒 選手 内山　翔太 日本通運(株)
中　堅 〃 春山万太郎 日本大学
大　将 〃 小山内力樹 日本通運(株)



バドミントン 少年女子 監督 能登　則男 埼玉県バドミントン協会
〃 滝内　　亮 埼玉栄高等学校(教)
選手 石井　夢楓 埼玉栄高等学校
〃 小原　未空 埼玉栄高等学校
〃 高津　愛花 埼玉栄高等学校

空手道 成年男子 組手重量級 選手 嶋田　力斗 (株)東翔

ゴルフ 少年男子 監督 前田修一郎 埼玉県ゴルフ協会
〃 緋田　幸朗 関東高等学校ゴルフ連盟
選手 佐藤　快斗 埼玉栄高等学校
〃 栗原　遥大 埼玉栄高等学校
〃 岩井　光太 埼玉栄高等学校

スケート 少年女子 スピードスケート2000mリレー 選手 松津　智千 秀明英光高等学校
　　　　〃 〃 草岡　美波 県立川越総合高等学校
　　　　〃 〃 生田乃々華 川越市立名細中学校
　　　　〃 〃 犬塚　莉帆 秀明英光高等学校

アイスホッケー 成年男子 監督 大西　伸明 埼玉栄高等学校(教)
Ｇ　Ｋ 選手 丹治　大輝 大東文化大学
Ｇ　Ｋ 〃 川上　　塁 立教大学
Ｄ　Ｆ 〃 佐藤　育也 日本製紙(株)
Ｄ　Ｆ 〃 成瀬　  翼 明治大学
Ｆ　Ｗ 〃 平田　祥紘 埼玉栄高等学校(教)
Ｆ　Ｗ 〃 山村　旭飛 法政大学
Ｆ　Ｗ 〃 江口　大輔 日本ゼオン(株)
Ｄ　Ｆ 〃 清水　天音 日本体育大学
Ｄ　Ｆ 〃 在家虎仁朗 日本体育大学
Ｆ　Ｗ 〃 伊藤　  総 日本体育大学
Ｆ　Ｗ 〃 神山　太一 関西大学
Ｆ　Ｗ 〃 菅原　聡太 大東文化大学
Ｄ　Ｆ 〃 馬場　風諒 埼玉県アイスホッケー連盟
Ｆ　Ｗ 〃 片岡　洸太 東海大学
Ｆ　Ｗ 〃 長谷川宗矩 石岡市消防
Ｆ　Ｗ 〃 運上　雄基 (株)ニトリ



４位

陸上競技 成年女子 ハンマー投 選手 勝山　眸美 オリコ
少年男子Ａ 5000m 〃 小山　翔也 埼玉栄高等学校
少年男子Ｂ 円盤投 〃 富田　凉桜 県立進修館高等学校
少年女子Ａ 300m 〃 山内　そよ 県立大宮東高等学校

水泳（競泳） 成年女子 4×100mメドレーリレー 選手 酒井　　凌 中京大学
成年女子 　　　　〃 〃 宮坂　倖乃 明治大学
成年女子 　　　　〃 〃 田嶋　玲奈 明治大学
成年女子 　　　　〃 〃 篠塚　聖妃 新潟医療福祉大学
成年女子 4×50mフリーリレー 〃 田嶋　玲奈 明治大学
成年女子 　　　　〃 〃 篠塚　聖妃 新潟医療福祉大学
成年女子 　　　　〃 〃 永島　　遥 東洋大学
成年女子 　　　　〃 〃 山本　葉月 東洋大学
成年女子 400m自由形 〃 永島　　遥 東洋大学
少年男子Ａ 400m個人メドレー 〃 入江　秀行 春日部共栄高等学校
少年男子Ｂ 4×100mメドレーリレー 〃 山下　理久 立教新座高等学校
少年男子Ｂ 　　　　〃 〃 矢野　拓都 春日部共栄中学校
少年男子Ｂ 　　　　〃 〃 細沼　弘輔 埼玉栄高等学校
少年男子Ｂ 　　　　〃 〃 岩見　俊祐 春日部共栄高等学校
少年男子Ａ 200m背泳ぎ 〃 入江　秀行 春日部共栄高等学校
少年女子Ａ 200mバタフライ 〃 会沢　心唯 春日部共栄高等学校
少年女子Ｂ 100m自由形 〃 園部ゆあら さいたま市立大砂土中学校
少年女子Ｂ 100mバタフライ 〃 中島　紗希 武南高等学校

サッカー 少年女子 監督 荻野　清明 県立浦和東高等学校(教)
〃 堀　　達也 県立大宮武蔵野高等学校(教)

Ｇ　Ｋ 選手 井野　杏莉 秀明英光高等学校
Ｇ　Ｋ 〃 寺本　唯香 新座市立第二中学校
Ｄ　Ｆ 〃 青田　望々 さいたま市立土合中学校
Ｄ　Ｆ 〃 伊藤　愛唯 聖望学園高等学校
Ｄ　Ｆ 〃 澤野　翔夏 県立大宮南高等学校
Ｄ　Ｆ 〃 伊藤　璃音 越谷市立大袋中学校
Ｄ　Ｆ 〃 松家　ゆり さいたま市立本太中学校
Ｍ　Ｆ 〃 秋本　佳音 県立草加東高等学校
Ｍ　Ｆ 〃 熊田　姫依 さいたま市立土合中学校
Ｍ　Ｆ 〃 石川　杏佳 西武台高等学校
Ｍ　Ｆ 〃 菅原　夏希 飛鳥未来きずな高等学校大宮キャンパス

Ｍ　Ｆ 〃 高橋　光莉 県立浦和北高等学校
Ｆ　Ｗ 〃 辻　あみる さいたま市立土屋中学校
Ｆ　Ｗ 〃 前原　嘉乃 県立志木高等学校
Ｆ　Ｗ 〃 茂木　未宙 坂戸市立桜中学校

テニス 成年男子 監督 岡田　茂夫 県立大宮商業高等学校(教)
〃 阪　　幸信 秀明高等学校(教)
選手 小ノ澤　新 (株)イカイ
〃 江原　弘泰 エキスパートパワーシズオカ

体操 少年男子 団体総合 監督 向井　　司 県立浦和西高等学校(教)
　　〃 〃 大友　康平 埼玉栄高等学校(教)
　　〃 選手 中濱　太一 県立ふじみ野高等学校
　　〃 〃 岩﨑　大翔 埼玉栄高等学校
　　〃 〃 梅尾　健琉 埼玉栄高等学校
　　〃 〃 三戸　悠矢 埼玉栄高等学校
　　〃 〃 石川翔生良 埼玉栄高等学校



自転車 男　　子 チームスプリント 監督 岡村　　猛 県立大宮工業高等学校(教)
　　　　〃 〃 関根　　真 県立杉戸農業高等学校(教)
　　　　〃 選手 森田　一郎 朝日大学
　　　　〃 〃 今井　　希 明星大学
　　　　〃 〃 阿部　凪汰 県立川越工業高等学校

少年男子 ケイリン 〃 阿部　凪汰 県立川越工業高等学校

ソフトテニス 成年男子 監督 及川　哲也 アキム(株)
選手 松本　佳史 川口市役所
〃 大関　秀一 アキム(株)
〃 堂野　貴寛 アキム(株)
〃 近藤　昴 アキム(株)
〃 幡谷　康平 中央大学

馬術 成年女子 ダービー ホースマネージャー兼選手 大塩　範子 介護センター　ほほえみの杜

フェンシング 成年男子 サーブル 監督兼選手 芹澤　洋人 埼玉栄高等学校(教)
　〃 選手 江村　凌平 中央大学
　〃 〃 増田　　光 立教大学

弓道 成年女子 遠的 監督 山田　尚子 県立伊奈学園総合高等学校(教)

 〃 選手 小野千絵美 埼玉県弓道連盟
 〃 〃 田辺　智子 埼玉県弓道連盟
 〃 〃 篠原　妃誉 埼玉県弓道連盟

アーチェリー 成年女子 監督 小田　征志 自衛隊体育学校
選手 河本あすか 自衛隊体育学校
〃 福田菜々子 自衛隊体育学校
〃 上田　愛奈 近畿大学

空手道 少年女子 形 選手 宇都宮令菜 埼玉栄高等学校

スケート 少年女子 スピードスケート1500m 選手 犬塚　莉帆 秀明英光高等学校

スキー 成年男子Ａ ジャイアントスラローム 選手 中川　　慎 (株)埼玉りそな銀行



５位

陸上競技 成年男子 三段跳 選手 池畠旭佳瑠 駿河台大学AC

水泳（水球） 少年男子 監督 稲垣　　剛 埼玉栄高等学校(教)
Ｇ　Ｋ 選手 宇田川大貴 埼玉栄高等学校
Ｆ　Ｐ 〃 松原　知希 埼玉栄高等学校
Ｆ　Ｐ 〃 皆川　大空 埼玉栄高等学校
Ｆ　Ｐ 〃 永井　　和 埼玉栄高等学校
Ｆ　Ｐ 〃 阿部　知空 埼玉栄高等学校
Ｆ　Ｐ 〃 伊藤　シン 埼玉栄高等学校
Ｆ　Ｐ 〃 葛西　正剛 埼玉栄高等学校
Ｆ　Ｐ 〃 髙木　琉生 埼玉栄高等学校
Ｆ　Ｐ 〃 新村　瑛太 埼玉栄高等学校
Ｆ　Ｐ 〃 木下丈太郎 秀明英光高等学校
Ｆ　Ｐ 〃 武田　豪大 秀明英光高等学校

ボート 監督 舵手つきクォドルプル 監督 和田　　卓 埼玉県ボート協会
成年女子監督 〃 〃 井上　雄祐 県立浦和商業高等学校(教)
成年女子 〃 選手 仙田　早紀 早稲田大学
成年女子 〃 〃 柿島　　麗 戸田中央総合病院
成年女子 〃 〃 三嶋　怜奈 NTT東日本関信越埼玉事業部
成年女子 〃 〃 伊地知真優 慶應義塾大学
成年女子 〃 〃 渡邊　花穂 戸田中央総合病院
成年女子 〃 〃 衞藤　　愛 東京経済大学
少年女子 シングルスカル　　　 〃 松本　耀陽 早稲田大学本庄高等学院

ホッケー 成年男子 監督 鯨井　　暢 県立飯能高等学校(教)
監督兼選手 福島　駿介 ALDER飯能
選手 千田　拓美 ALDER飯能
〃 浦前　良平 ALDER飯能
〃 安部竜之介 ALDER飯能
〃 島田　航介 ALDER飯能
〃 藤島　来葵 ALDER飯能
〃 花澤　　空 ALDER飯能
〃 佐川　　礼 駿河台大学
〃 浅見　　恒 ALDER飯能
〃 深見　泰雅 ALDER飯能
〃 古関　健人 立命館大学
〃 北里　謙治 ALDER飯能
〃 引木　智徳 ALDER飯能
〃 山口　陽向 法政大学

ボクシング 成年男子 バンタム級 選手 小山　涼介 日本大学
少年男子 バンタム級 〃 篠田　立輝 花咲徳栄高等学校
少年男子 ライト級 〃 伊達勇次郎 花咲徳栄高等学校

バスケットボール 成年男子 監督 吉敷賢一郎 埼玉県バスケットボール協会

〃 高山　博臣 曙ブレーキ工業(株)
選手 渡部　　蒼 曙ブレーキ工業(株)
〃 杉山　　碧 大東文化大学
〃 肥後　将俊 曙ブレーキ工業(株)
〃 馬場　健司 川越市役所
〃 時田　康佑 曙ブレーキ工業(株)
〃 草野　颯斗 大東文化大学
〃 石ヶ守　遼 曙ブレーキ工業(株)
〃 戸田　貫太 曙ブレーキ工業(株)
〃 Ouma Erick Jaganyi 曙ブレーキ工業(株)
〃 桐山　慶太 (株)テレコメディア
〃 細田　裕也 ヒガ・アーツアンドメタル(株)



バスケットボール 少年男子 監督 吉敷賢一郎 埼玉県バスケットボール協会

〃 成田　　靖 正智深谷高等学校(教)
選手 眞壁　啓太 埼玉栄高等学校
〃 川畑　　嵐 昌平高等学校
〃 飯島　康介 正智深谷高等学校
〃 東　　龍輝 昌平高等学校
〃 グビノグン オサゼ デロック 正智深谷高等学校
〃 岡野　一輝 正智深谷高等学校
〃 中武　優羽 正智深谷高等学校
〃 渡部　　開 春日部市立豊野中学校
〃 森田　直輝 本庄東高等学校
〃 竹下　夏生 昌平高等学校
〃 山田　仁弘 正智深谷高等学校
〃 貝崎　　旬 本庄東高等学校

レスリング 成年男子 グレコローマン60kg級 選手 古家野　蓮 自衛隊体育学校
成年男子 フリースタイル65kg級 〃 荻野　海志 山梨学院大学
成年男子 フリースタイル97kg級 〃 伊藤飛未来 日本体育大学
女　　子 フリースタイル62kg級 〃 山口　夏月 至学館大学
少年男子 フリースタイル60kg級 〃 荻野　大河 埼玉栄高等学校
少年男子 フリースタイル65kg級 〃 内田　怜児 埼玉栄高等学校

ウエイトリフティング 成年男子 96kg級スナッチ 選手 請舛　泰俊 自衛隊体育学校

ハンドボール 少年女子 監督 岩本　　明 浦和学院高等学校(教)
〃 綿引　　智 県立川口北高等学校(教)
選手 小澤　菜子 埼玉栄高等学校
〃 大塚　琴音 埼玉栄高等学校
〃 櫻井ありさ 埼玉栄高等学校
〃 大森　陽菜 浦和実業学園高等学校
〃 岸　　　楓 県立三郷北高等学校
〃 岡田　弥子 浦和実業学園高等学校
〃 林田向日葵 浦和実業学園高等学校
〃 井上　友来 埼玉栄高等学校
〃 松原奈々葉 埼玉栄高等学校
〃 小山　歩夢 埼玉栄高等学校
〃 若谷　梨里 埼玉栄高等学校
〃 田中　里奈 埼玉栄高等学校

相撲 少年男子 団体 監督 稲毛　　修 埼玉県相撲連盟
　〃 〃 山田　道紀 埼玉栄高等学校(職)
先　鋒 選手 小林　　嵐 埼玉栄高等学校
二　陣 〃 齋藤　成剛 埼玉栄高等学校
中　堅 〃 田崎　正美 埼玉栄高等学校
副　将 〃 高山　瞬佑 埼玉栄高等学校
大　将 〃 斧澤亜矢斗 埼玉栄高等学校

フェンシング 成年女子 フルーレ 監督兼選手 伊達　　京 日本体育大学
　〃 選手 齋藤　利莉 日本体育大学
　〃 〃 内山　　澪 法政大学

柔道 女　　子 監督 勝部　　武 県立三郷高等学校(教)
先　鋒 選手 川原　輝子 埼玉栄高等学校
次　鋒 〃 北川　真奈 埼玉県警察
中　堅 〃 島野　芽李 埼玉栄高等学校
副　将 〃 三浦　心暖 埼玉栄高等学校
大　将 〃 佐藤　　果 センコー(株)



ソフトボール 成年男子 監督 斉藤　治彦 埼玉県庁クラブ
投手 選手 中島　悠貴 埼玉県庁クラブ
捕手 〃 井関　綾人 国士舘大学
一塁手 〃 宮内　琉太 日本体育大学
二塁手 〃 祝　　弘樹 埼玉県庁クラブ
三塁手 〃 西田　勘汰 埼玉県庁クラブ
遊撃手 〃 島田　真尋 ALL SAITAMA SOFTBALL CLUB
左翼手 〃 小林　泰士 原巽ジャガーズ
中堅手 〃 岡野　孝祐 埼玉県庁クラブ
右翼手 〃 松本　勇亮 埼玉県庁クラブ
投手 〃 島田　将季 原巽ジャガーズ
投手 〃 大坪　優也 国士舘大学
一塁手 〃 井関　友哉 原巽ジャガーズ

バドミントン 少年男子 監督 能登　則男 埼玉県バドミントン協会
〃 大屋　貴司 埼玉栄高等学校(教)
選手 藤原　睦月 埼玉栄高等学校
〃 井上　誠也 埼玉栄高等学校
〃 沖本　優大 埼玉栄高等学校

ライフル射撃 成年女子 10mエア・ライフル立射（60発） 選手 清水　綾乃 自衛隊体育学校
ＭＩＸ少年 ビーム・ライフルミックス 〃 江川　翔波 国際学院高等学校
ＭＩＸ少年 　　　　〃 〃 加藤那々実 国際学院高等学校
少年女子 ビーム・ライフル立射（60発） 〃 加藤那々実 国際学院高等学校
少年女子 ビーム・ピストル（60発） 〃 野﨑　美羽 昌平高等学校

空手道 成年男子 形 選手 阿部　倖地 慶應義塾大学

ボウリング 成年男子 団体(２人チーム) 監督 小林　　彌 オリロー(株)
　　　〃 選手 寺島　光希 (株)イースタンスポーツ
　　　〃 〃 今北　侑吾 (株)浦和スプリングレーンズ

トライアスロン 成年女子 選手 丹野惠梨香 埼玉県ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ連合

スケート 成年女子 スピードスケート2000mリレー 選手 金野　日南 大東文化大学
　　　　〃 〃 村野　静香 大東文化大学
　　　　〃 〃 川村　小波 大東文化大学
　　　　〃 〃 駒　ひなこ 大東文化大学

少年女子 ショートトラック500m 〃 金井　莉佳 埼玉栄高等学校



６位

陸上競技 男女混合 4×400mリレー 選手 森田　陽樹 早稲田大学本庄高等学院
　　　〃 〃 山内　そよ 県立大宮東高等学校
　　　〃 〃 吉田　詩央 日本体育大学
　　　〃 〃 友田　真隆 東京理科大学

成年男子 300m 〃 友田　真隆 東京理科大学

水泳（競泳） 成年女子 100m自由形 選手 篠塚　聖妃 新潟医療福祉大学
少年男子Ａ 4×100mメドレーリレー 〃 入江　秀行 春日部共栄高等学校
少年男子Ａ 　　　　〃 〃 小澤　　幹 埼玉栄高等学校
少年男子Ａ 　　　　〃 〃 川野　博大 武南高等学校
少年男子Ａ 　　　　〃 〃 長岡　　豪 栄東高等学校
少年男子Ｂ 100m自由形 〃 神場　一樹 春日部共栄中学校
少年女子共通 400m自由形 〃 古江　花帆 本庄東高等学校
少年女子Ｂ 50m自由形 〃 山本　結月 花咲徳栄高等学校

テニス 少年男子 監督 岡田　茂夫 県立大宮商業高等学校(教)
〃 今中　隆雄 埼玉県テニス協会
選手 山本　　律 浦和学院高等学校
〃 松村康太郎 立教新座高等学校

ボート 成年男子 ダブルスカル 監督 和田　　卓 埼玉県ボート協会
　　〃 〃 野中　誠司 戸田中央総合病院
　　〃 選手 中曽根祐太 戸田中央総合病院
　　〃 〃 根本　拓海 戸田中央総合病院

体操 女　　子 トランポリン 選手 宇田川日菜子 県立草加南高等学校

ウエイトリフティング 成年男子 96kg級クリーン＆ジャーク 選手 請舛　泰俊 自衛隊体育学校

フェンシング 成年女子 エペ 監督兼選手 伊達　　京 日本体育大学
 〃 選手 齋藤　利莉 日本体育大学
 〃 〃 内山　　澪 法政大学

銃剣道 成年男子 監督兼選手 俵山　　崇 陸上自衛隊
選手 河野　　雅 陸上自衛隊
〃 森山　　駿 陸上自衛隊

ボウリング 少年女子 団体戦 監督 柴田忠一郎 埼玉県ボウリング連盟
　〃 選手 熊田菜奈海 細田学園高等学校
　〃 〃 石井こころ ふじみ野市立大井中学校
個人戦 〃 熊田菜奈海 細田学園高等学校

スケート 成年女子 ショートトラック500m 選手 吉田　凪歩 神奈川大学
少年女子 スピードスケート3000m 〃 松津　智千 秀明英光高等学校



７位

陸上競技 少年女子共通 走幅跳 選手 橋本　結空 国際学院高等学校

水泳（競泳） 成年男子 100mバタフライ 選手 赤羽根康太 自衛隊体育学校
少年男子Ａ 200m平泳ぎ 〃 白石　快斗 武南高等学校
少年女子Ｂ 200m個人メドレー 〃 中島　紗希 武南高等学校

水泳（飛込） 少年女子 飛板飛込 〃 関口　麻耶 川口市立高等学校

ボート 成年女子 ダブルスカル 監督 和田　　卓 埼玉県ボート協会
　　〃 〃 井上　雄祐 県立浦和商業高等学校(教)
　　〃 選手 橋村　　心 中央大学
　　〃 〃 溝口　心華 中央大学
シングルスカル　　　 〃 高島　美晴 NTT東日本関信越埼玉事業部

バレーボール 少年女子 監督 伊藤　潔美 細田学園高等学校(教)
選手 寺下しおん 細田学園高等学校
〃 渡會　凪紗 細田学園高等学校
〃 土橋由里子 細田学園高等学校
〃 細川　采愛 細田学園高等学校
〃 菊地　風香 狭山ヶ丘高等学校
〃 中田　愛那 細田学園高等学校
〃 寺田　志穂 細田学園高等学校
〃 国藤　光咲 細田学園高等学校
〃 宮尾　凪紗 細田学園高等学校
〃 小野寺　紬 細田学園高等学校
〃 鈴木　　葵 細田学園高等学校
〃 吉野日菜子 細田学園高等学校

ウエイトリフティング 成年男子 81kg級クリーン＆ジャーク 選手 水口　智希 自衛隊体育学校
女　　子 71kg級クリーン＆ジャーク 〃 伊藤　紗彩 早稲田大学
少年男子 81kg級スナッチ 〃 小池　祐士 埼玉栄高等学校

自転車 女　　子 ケイリン 選手 小泉　夢菜 JPCU
女　　子 500mタイムトライアル 〃 中島　　瞳 県立川越工業高等学校

馬術 成年女子 標準障害飛越 選手 越野愛由美 駿ホースクラブ  
成年女子 二段階障害飛越 〃 越野愛由美 駿ホースクラブ  

カヌー 成年女子 スプリント・カヤックシングル(200m) 選手 遠田穂奈美 京セラ(株)



８位

陸上競技 成年男子 800m 選手 飯濵友太郎 立教大学

水泳（競泳） 少年女子Ａ 200m平泳ぎ 選手 加藤　心冨 春日部共栄高等学校

ウエイトリフティング 成年男子 81kg級スナッチ 選手 水口　智希 自衛隊体育学校

自転車 女　　子 チームスプリント 監督 岡村　　猛 県立大宮工業高等学校(教)
　　　〃 〃 関根　　真 県立杉戸農業高等学校(教)
　　　〃 選手 小泉　夢菜 JPCU
　　　〃 〃 中島　　瞳 県立川越工業高等学校

馬術 成年男子 ダービー 監督兼選手 西塚　重二 駿ホースクラブ

フェンシング 少年女子 フルーレ 監督 西村　典子 埼玉栄高等学校(教)
　〃 選手 伊達　琴巳 埼玉栄高等学校
　〃 〃 小野　瑞葵 埼玉栄高等学校
　〃 〃 小林　安璃 埼玉栄高等学校

ライフル射撃 成年男子 50mライフル三姿勢 選手 島田　　敦 自衛隊体育学校

カヌー 成年女子 スプリント・カヤックシングル(500m) 選手 遠田穂奈美 京セラ(株)

ボウリング 成年男子 団体(２人チーム) 監督 小林　　彌 オリロー(株)
　　　〃 選手 志摩竜太郎 川口スプリングレーンズ
　　　〃 〃 新城　一也 誠フロアー

スケート 成年男子 フィギュアスケート 監督 西村　尚美 浦和麗明高等学校(教)
　　　〃 選手 大島　光翔 明治大学
　　　〃 〃 深瀬　憲人 東洋大学

少年男子 フィギュアスケート 監督 西村　尚美 浦和麗明高等学校(教)
　　　〃 選手 山田　琉伸 埼玉栄高等学校
　　　〃 〃 大中  惟吹 秀明英光高等学校


