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男子：１５歳以下（３０１）

醍醐　巧人(小松原) 川鍋　琢摩(浦和実業) 荒井　真(越ヶ谷) 1 48 本田　太一(深谷第一) 岡　俊拓(県立川口) 青木　京平(栗橋北彩)

岸　貴央(越谷南) 大山　柊(上尾) 古澤　健人(大宮南) 2 49 野口　貴広(埼玉平成) 荒川　知也(上尾) 石井　佳宏(羽生第一)

岡部　亮太(県立川越) 神原　優(県立川口) 長島　成希(坂戸西) 3 50 佐藤　洋(武南) 高橋　渉(早大本庄) 館山　秀人(昌平)

稲田　翔一(大宮西) 湯地　周(早大本庄) 山川　瑞樹(栄北) 4 51 戸島　弘貴(坂戸西) 内藤　裕二朗(草加西) 河口　春哉(浦和北)

52 青木壮太郎(久喜北陽) 杉山　尚樹(大宮南) 猪又　勇介(春日部)

田辺　晃輝(鴻巣) 両角　建志(春日部) 宮田　龍之介(県立浦和) 5 53 牧岡　俊介(小松原) 内藤　克弥(大宮西) 遠藤　章圭(越谷総技)

難波江　諒(早大本庄) 補陀　陽平(県立川越) 小幡　竜馬(春日部) 6 54 星野　大地(鴻巣) 重森　悠太(越谷北) 清水康平(大宮東)

前川　拓巳(桶川西) 山崎　海(星野) 佐藤　渉(浦和実業) 7 55 阿部　稜太郎(松伏) 松尾　俊介(三郷工技) 小川　恭正(県立川口)

細田　幸汰(花咲徳栄) 岸下　和憲(浦和北) 西村　竣輝(草加西) 8 56 本田　純一郎(越谷南) 稲見　　淳(春日部) 飯坂　諒(早大本庄)

山﨑　敦史    (城西川越) 中村　祐斗(三郷工技) 田邉　拓海(春日部) 9 57 門馬　圭佑(大宮南) 下村　優太(浦和実業) 小林　雄輝(上尾)

葛野　勇人(栗橋北彩) 斉藤　慶太(大宮南) 尾崎　貴宏(久喜北陽) 10 58 松井　大和(県立浦和) 岡田　礼(越谷南) 川島 俊祐(星野)

西澤　律哉(武蔵越生) 川口　順平(越谷南) 青羽　将輝(県立川口) 11 59 横山　準星(熊谷江南) 原　浩志郎(浦和北) 竹花　将明(越ヶ谷)

小高　一純(岡部中) 酒井　貴義(越ヶ谷) 松岡　幸紀(大宮南) 12 60 茂木　工(小松原) 藤原　晃(栗橋北彩) 青木　大(坂戸西)

奥田　伊織(星野) 大貫　皓平(越谷南) 久保田　功(坂戸西) 13 61 安田　大輝(県立川口) 大島　聖椰(星野) 稲葉　翔太(三郷工技)

登山　和輝(越谷総技) 大澤　悠河(埼玉平成) 中込　達義(栄北) 14 62 青木　翼(川口北) 渡辺　拓海(上尾) 松本　宗史(花咲徳栄)

横川　碩(川島西中) 長堀　雄夫(花咲徳栄) 佐々木　慶一(県立浦和) 15 63 勅使河原　崇史(三室中) 荒川　史弘(浦和実業) 三田　裕貴(埼玉平成)

阿部　哲也(浦和実業) 田村　拓実(三郷工技) 新谷　拓巳(越谷北) 16 64 大木　貴裕(早大本庄) 田中　大智(春日部) 柿沼　巧(久喜北陽) 小名坂　敦也(県立川口)

坂本　祐樹(越谷南) 高井　真宏(浦和北) 川田　裕介(川口北) 17 65 志和　照太郎(志木二中) 北島　皓太(浦和北) 小菅　涼太(越谷南)

永井　啓(県立川口) 武藤　泰瀬(栄北) 木村　大典(早大本庄) 18 66 小林　光秀(川口東) 明珍　隼人(県立川口) 金子　剛(越ヶ谷)

荒川　孝平(大宮西) 小谷野　拓実(浦和実業) 吉江　礼顕(鴻巣) 19 67 山口　恭平(越谷北) 江原　雄輝(県立川越) 真田　祥吾(大宮南)

勝山　潤一(川口東) 香取　千章(栗橋北彩) 中村　智樹(草加西) 20 68 野本　晃平(加須昭和) 小野田　祐希(草加西) 秋吉　凌(栄北)

佐藤　秀伸(春日部工) 大塚　直人(県立川口) 原　蓮(松伏) 21 69 武井　健晃(国際学院) 工藤　寛太(春日部) 山崎　凌平(県立浦和)

内田　周平(武蔵野) 山口　雄大(上尾) 飯田　翔也(羽生第一) 22 70 石川　翔太(昌平) 馬場　智哉(大宮南) 清水　雅貴(浦和実業)

高崎　　嶺(春日部) 大河内　一樹(早大本庄) 並木　輝(上尾) 23 71 鹿野　真知人(所沢中央) 松岡　幸太郎(浦和北) 滝口　悠喜(浦和実業)

新井　風海(小松原) 遠藤　隼人(県立川越) 横山　雄大(星野) 24 72 本田　悠茉(小松原) 吉野　太希(花咲徳栄) 関根　厳(久喜北陽)

篠　昌之(川口北) 須山　直斗(春日部) 三浦　裕太(浦和北) 25 73 森　政徳(上尾) 佐賀　祐人(三郷工技) 並木　潤(埼玉平成)

加藤　翔真(越谷北) 藤田　京弥(県立川口) 増田　将希(昌平) 26 74 田中　弘樹(羽生第一) 菊田　透(浦和北) 齋藤　碩人(越谷南)

久保木　涼(越谷南) 弓田鉄平(大宮東) 松本　佑耶(鴻巣) 27 75 小川　仁(熊谷東中) 青木　天睦(春日部) 芳田　章洋(越ヶ谷)

山内　康平(浦和実業) 櫻井　克樹(上尾) 松田　義明(坂戸西) 28 76 小川　拓海(川口東) 菊入　玲央奈(県立川越) 進藤　凱尋(大宮南)

金子　裕紀(川口東) 武田　優宇(栗橋北彩) 若林　奎吾(三郷工技) 29 77 安藤　悠平(鴻巣) 中山瑞希(大宮東) 大矢　裕貴(栄北)

後藤　亮貴(武里中) 寺腰　遼(浦和実業) 松森　勇弥(花咲徳栄) 30 78 石田　和貴(松伏) 有野　雅史(春日部) 橋本　啓伸(県立浦和)

町田　龍希(小松原) 村上　雄飛(早大本庄) 嶋村　文孝(大宮西) 31 79 吉岡　新(草加西) 中川　航(星野) 小野里　太郎(浦和実業)

工藤　光平(加須昭和) 石原　大輔(大宮南) 板垣　悠太(久喜北陽) 32 80 都築　直人(杉戸中) 新井　泰成(上尾) 甲斐　康平(越谷北)

吉田　一輝(県立浦和) 小西　智也(草加西) 石井　皓大(埼玉平成) 33 81 武田　歩(坂戸西) 田口　克行(栗橋北彩) 鈴木　拓実(大宮西)

荒井　直也(越ヶ谷) 高山　哲実(越谷南) 大水　健太(栄北) 34 82 隠塚　優輝(川口在家) 関口　晃暉(大宮南) 築山　和也(川口北)

佐藤　圭太(春日部工) 清水　一樹(浦和北) 小堀　弘靖(大宮南) 35 83 太田　悠斗(武里中) 小嶋　俊哉(浦和実業) 山田　祐基(早大本庄)

高澤　恭祐(鴻巣) 清水　裕次郎(県立川口) 鎌田　留樺(栄北) 36 84 小倉　楓哉(越谷南) 渡辺　智成(県立浦和) 山田　航太(蕨)

矢口　陽介(小松原) 松本　直哉(羽生第一) 天野隼聡(大宮東) 37 85 前川原　拓也(浦和北) 五十嵐　優(県立川口) 鳩貝　愼(栗橋北彩)

佐々木　俊弥(蕨) 三浦　俊太(上尾) 新井　響太(県立川越) 38 86 藤井　司(春日部工) 金子　優也(星野) 川上　悠介(武蔵野)

横田　愛己(埼玉平成) 高橋　広大(草加西) 内藤　翔太(星野) 39 87 関野祐太(大宮東) 水澤　樹(花咲徳栄) 秋山　康平(県立川口)

吉澤　直人(春日部) 吉田　泰樹(早大本庄) 千味　直人(上尾) 40 88 国分　輝大(山村学園) 髙橋　慶(越谷北) 深堀　凌(越谷総技)

増子　翔太(越谷総技) 安藤　優(浦和実業) 横井　太一(浦和北) 41 89 田口智輝(久喜北陽) 川上　直輝(浦和北) 関本　将大(上尾)

郡　裕太(小松原) 土屋　貴宏(県立浦和) 宮寺　雄太(越谷南) 42 90 田口　修輝(鴻巣) 高橋　宏弥(越谷南) 風見　雅史(春日部)

伊藤　大貴(誠和福祉) 池田　龍也(三郷工技) 堀中　遼志(武南) 門野　敦哉(県立川口) 43 91 安江　友希(三郷工技) 近藤　佑(県立川越) 市川　大和(羽生第一)

島田　政司(松伏) 横山　達也(越谷南) 岩松　拓弥(深谷第一) 44 92 節田　直也(川口東) 松澤　和樹(越ヶ谷) 戸塚　虹介(早大本庄)

大塚　遼太郎(栄北) 小島　渉(大宮南) 前澤　雄哉(坂戸西) 45 93 大渡　隼哉(深谷第一) 高橋　一颯(春日部) 後藤　拓己(草加西)

渡辺　楓雅(三郷工技) 平澤　真也(浦和北) 水口　雅弘(浦和実業) 46 94 水野　純介(鴻巣) 須江　彪(栄北) 須賀　亮(大宮西)

仁井　政希(所沢中央) 大島　伊織(春日部) 渡邉　央樹(花咲徳栄) 47 95 城間　盛亮(北本) 石原　涼多(大宮南) 平田　宏輝(浦和実業)


