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　砂川　敦志(越谷南) 青木　尋斗(志木) 平山　賢太郎(越谷北) 　 45
44 88 内山　大希(春日部工) 田中　翼(早大本庄) 石井　雄也(栄北)

89 塚越　透央(鴻巣) 吉田　哲也(県立川越) 丸山　栄人(越谷北)

　

87 竹ノ内　宏亘(春日部) 高橋　将憲(武南) 安部　匠(川口北) 　

加藤　大貴(越ヶ谷) 横田　友明(県立川越) 猪股　修平(武南) 　

石井　康太(星野) 小関　勇也(三郷工技) 中村　奈緒也(春日部工) 　 43
42 86 小島　壱章(松伏) 飯塚　孝一(浦和実業) 兼松　佑き(所沢中央) 　

85 上田　康介(上尾) 篠崎　勝利(三郷工技) 後藤　嵩快(小松原) 　

松村　健司(鴻巣) 八巻　遼太(県立川口) 徳永　晃介(春日部) 　

矢吹　尚平(大宮西) 古川　洋介(所沢中央) 鎌田　昌志(三郷工技) 　 41
40 84 竹谷拓海(大宮東) 三輪　真也(志木) 比豫森　紀介(県立川口) 　

83 池田　慧(久喜北陽) 清水　遼也(深谷第一) 根岸　晃平(越谷総技) 内藤　裕志(浦和西)

内野　譜(所沢中央) 斉藤　佳文(羽生第一) 池江　聡太(栄北) 　

吉田　怜央(深谷第一) 樫村　亮吾(県立浦和) 隅田　晋也(草加西) 小島　崇寛(川口北) 39
38 82 吉田　圭佑(川口東) 児玉　幸多(羽生第一) 井戸川　勇士(三郷工技) 　

81 尾藤　巧城(桶川西) 坂橋　優治(越谷北) 岸　晃平(所沢中央) 　

古屋　朋孝(桶川西) 小澤　槙也(越谷北) 鈴木　康朔(浦和西) 　

及川　悠(川口東) 上原　泰悟    (城西川越) 白武　大輝(浦和実業) 　 37
36 80 佐野　洋平(浦和実業) 當摩　直樹(春日部) 土屋　和樹(草加西) 海老原　昭太(坂戸西)

79 小嶋　恭一郎(越谷南) 落合　智寿(志木) 神宮　準之介(上尾橘) 　

谷　亮佑(早大本庄) 秋山　拓輝(上尾) 高橋　優和(春日部) 寺田　元気(浦和商業)

小松秀平(大宮東) 白幡　和也(県立川越) 柏木　賢也(三郷工技) 　 35
34 78 駒　浩志(久喜北陽) 　関根　皐太(武南) 坂本　健　(大宮西) 　

77 長谷部　諒成(県立川越) 宿原　優樹(北本) 砂賀　佳之(羽生第一) 野口　大輔(岩槻北陵)

松本　匡史(川口東) 相川　祐哉(羽生第一) 庄司　和樹(越谷南) 　

上原　森人(県立川口) 石橋　謙太朗(県立川越) 永岡　瑞基(武南) 伊藤　毅(武蔵野) 33
32 76 川名　純平(所沢中央) 平野　寛太(県立川口) 安倍　直幹(昌平) 　

75 藤木　亮(早大本庄) 大倉　俊太(三郷工技) 池田　和樹(蕨) 　

下野　智大(花咲徳栄) 小原　久弥(県立浦和) 竹田　優太(三郷工技) 　

根岸　将汰(所沢中央) 益子　竜司(越谷北) 伊藤　聖也(大宮南) 　 31
30 74 岡田　将太朗(栄北) 斉藤　浩貴(草加西) 山崎　弘毅(県立浦和) 池田　健一郎  (城西川越)

73 大木　雄介(小松原) 間中　健太(浦和実業) 利根川　洸一(越谷北) 　

黒須　麗央(小松原) 篠崎　広治(春日部) 松尾　亮佑(深谷第一) 鈴木　勇(越谷総技)

野本健太(久喜北陽) 笠　健太(北本) 浅野　渉(蕨) 　 29
28 72 川邊天海(大宮東) 早川　和希(春日部) 岡部　克海(県立川越) 　

71 神田　大樹(川口東) 初山　孝太(越谷北) 森田　遼介(早大本庄) 　

小林　祐二(上尾橘) 吉田優介(大宮東) 佐藤　詩文(早大本庄) 　

三反崎　晃平(松伏) 瓜生　智輝(志木) 川上　乃介(越谷北) 　 27
26 70 松本　直也(深谷第一) 小倉　洋平(所沢中央) 磯貝　遥(三郷工技) 　

69 菊池　修平(春日部) 橋本　秀人(大宮南) 高橋　義智(県立川口) 　

瀧澤　比呂(坂戸西) 岡野　大空(上尾) 坂本　賢人(浦和実業) 　

黒沼　大地(越谷北) 長沢　武都綺(所沢中央) 加藤岡　祥規(春日部工) 　 25
24 68 川﨑　裕介(花咲徳栄) 金子　雄太(草加西) 藤山　裕大(志木) 　

67 古田　時喜也(早大本庄) 松本　和也(所沢中央) 高野　健太郎(越谷北) 　

手嶋　浩之(鴻巣) 髙橋　祐貴(大宮西) 古神　優介(三郷工技) 　

福嶋　大河(鴻巣) 松原　尚吾(春日部) 浅見　久遠    (城西川越) 　 23
22 66 吉原　健介(三郷工技) 塩澤　宏樹    (城西川越) 山下　英康(誠和福祉) 　

65 滝本　大輔(深谷第一) 太田　拓哉(志木) 船橋　恒貴(草加西) 　

飯嶌　大地(県立川越) 渡邊　大輝(松伏) 新井　瞭太(早大本庄) 渡邊　祐太郎(市立川越)

吉野　智裕(県立川口) 福島　拓実(春日部工) 清水　響(武南) 　 21
20 64 工藤貫太(久喜北陽) 松本　心(浦和実業) 佐藤　克哉(県立川口) 　石川　亮太(花咲徳栄) 島　智哉(浦和実業) 小作　悠斗(所沢中央) 　

佐藤　達哉(県立浦和) 安部　真吾(三郷工技) 瓜生　胤馬(坂戸西) 19
18 63 中山駿斗(大宮東) 添野　雄介(春日部) 小野寺　淳(武南) 　

62 丸山　峻平(越谷総技) 森田　佑悟(武蔵野) 村山　光(浦和商業) 　

大澤　弘俊(川口東) 添野　和也(草加西) 巻島　孝亮(志木) 　

田島　宏樹(早大本庄) 織田　真輝(越谷北) 柳澤　章雄(県立川越) 　 17
16 61 竹越　颯(大宮西) 大河内　悠貴(春日部工) 金澤　英朗(早大本庄)

60 奥墨　孝幸(小松原) 作山　湧哉(桶川西) 小塚　恭祐(越谷南) 　

渡辺　涼太(桶川西) 河上　優太(草加西) 藤原　翼(小松原) 田中　貴大(花咲徳栄)

若松恭兵(久喜北陽) 大槻　智也(栄北) 高橋　秀明(蕨) 　 15
14 59 奥秋　こう(所沢中央) 廣常　太輝(県立川口) 石田　剛士(上尾) 　

58 鈴木　海斗(志木) 森本　匠(三郷工技) 川上　慧(越谷北) 熊谷　拓海(浦和北)

宮沢　樹貴也(深谷第一) 平野　蓮(浦和実業) 藤本　修造(県立川口) 　

五十川　直樹(所沢中央) 清水　優輝(越谷北) 古宮　知樹(春日部) 田村　礁伍(国際学院) 13
12 57 加藤　優斗(川口東) 林　慶太(県立川越) 土屋　友佑(春日部) 　

56 小松　透悟(鴻巣) 竹内　智也(越谷北) 渡邉　　諒(県立川越) 　

杉本海門(大宮東) 髙田　龍吾(三郷工技) 本橋　出海(志木) 　

篠原公丸(久喜北陽) 矢吹　泰誠(浦和実業) 徳竹　翔太(桶川西) 　 11
10 55 小野　雄士(草加西) 南部　吉輝(早大本庄) 荻原　優(羽生第一)

54 緑川　裕哉(川口東) 山下　渉(武南) 井上　篤(越谷北) 　

永堀悠聖(大宮東) 石林　希望(三郷工技) 木本　陽太(春日部) 増田　直弥(星野)

河井　大輔(所沢中央) 関根　涼太(武南) 能藤　悠(早大本庄) 　 9
8 53 鴨田　和也(花咲徳栄) 藤田　良輔(所沢中央) 須藤　崇(県立浦和) 　

52 林　竜之(越谷南) 牧尾　達哉(大宮西) 佐々木　亮太(三郷工技) 大野　祐貴(北本)

田中　大夢(越谷南) 鈴木　和真(蕨) 阿相　俊平(栄北) 　

三森　圭悟(羽生第一) 森　蓮(越谷総技) 小池　友貴(深谷第一) 7
6 51 折原　秀介(春日部) 川田　翔太(深谷第一) 三浦　匡祐(浦和実業) 　

50 濱田耕助(久喜北陽) 加納　拓実(川口北) 榎本　昂平(上尾橘) 　

小野　貴裕(川口東) 島﨑　淳人(越谷北) 吉田　和生(志木) 　

長島　稜(北本) 岡田　和磨(草加西) 小西　拓磨(大宮西) 　 5
4 49 市村　優都(県立川口) 十川　　泰(春日部) 河野　友輝(志木) 長田　祐輔(蕨)

48 田中　廣輝(星野) 三島　武斗(上尾) 松本　真稔　　(草加西) 東城　裕也(大宮南)

島林　　敬太(春日部工) 前島　文弥(川口北) 奥玉　大潮(所沢中央) 　

田中　智大    (城西川越) 佐々木　翔(三郷工技) 大谷　善徳(県立川口) 　 3
2 47 石川　智也(県立川越) 稲葉　雄星(三郷工技) 高橋　拓巳(松伏)

男子：１６歳以下（２８５）

小堀　輝也利(小松原) 清水　亮太(春日部) 朝倉　孝之輔(県立川越)

　

46 大森直樹(大宮東) 小出　修平(所沢中央) 齊藤　和樹(春日部工)　 1
萩原　友基(浦和西) 川嶋　宏明(越谷北) 田中　寿明(志木) 　


