
ブロック A B C D ブロック A B C D

7
1 4

8

9

2 5

3 6

35

9

10

11

12

13

14

15

16

アスカル幸
手

天笠　真斗(久喜北陽)

横山　晃樹(秀明英光)内田　杏兵(鴻巣高校)

郡　　浩史(上里北中)

小網　大樹(浦和工業)

川澄　広大(県立川口)

山田　裕規(星野)

飯塚　昴祐(杉戸)

岩間　澄(三工技高)

関口　光瑠(羽生第一)

皆川　寛太(星野)

小泉　勇太(越谷南) 高橋　翼(三工技高)

大久保　慧(星野)冨永　拓摩(久喜北陽) 笠井　柊杜(大宮高校)

和田　優輝(伊奈学園)

福田　渉(早大本庄)

中山　翔一朗(蕨)

中野　暁嵐(北本高校)

井上　敬太(上尾) 白井　烈士(北本高校) 外山　拓実(星野)

篠崎　幸祈(坂戸西)

10

福田　駿(栗橋北彩) 牟田　柊樹(所沢西)

竹井　爽真(鴻巣高校) 中沢　駿太(川越西) 郷田　佳祐(蕨)

篠原　大輝(越谷東) 長濱　翔(草加高校) 中山　三四郎(川口東)

大木　蒼司(東浦和中) 鈴木　優太(蕨) 村上　勢琉(川口東)

松本　蒼矢(北本高校) 新井　悠介(浦和北) 大内　純(春日部) 須藤　大貴(上尾南高)

中森　直(伊奈学園)

85

滝村　駿(川口東) 大友　誠也(川越西)

小室　直輝(武蔵越生)

鶴田　雅久(大宮東高) 石原　圭太郎(武蔵野) 柳川　涼弥(坂戸西)

渡邉　翔太(叡明) 関根　将太郎(越谷南) 富澤　億人(県立浦和)

奈良岡　玲央(越谷西)樋口　悠河(伊奈学園)山口　亮(久喜北陽)

小平　勇大(桶川高校)

豊浦　享(越谷南)

本間　隆太郎(春日部) 茂村　翔吾(伊奈学園) 石塚　優輝(越谷南)

八木　厚樹(三郷北高)

新井　優誠(草加南) 山崎　広稜(上尾南高)

新藤　楽斗(大宮商業) 土屋　拓馬(越ヶ谷) 藤村　光旗(桶川高校)

石垣　翔(越谷東) 石川　蓮(桶川西) 荒木　唯斗(草加南)

木村　律輝(星野中学) 大津　裕紀(越谷南) 飯田　陸斗(春日部)

山崎　颯太(川口東) 新方　洸大(越谷北) 服部　優夢希(久喜工業)

西尾　悠太(上尾)
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小野寺　将斗(久喜北陽) 佐藤　大翔(坂戸西)

芦澤　唯人(川口東)

石島　大(秀明英光) 安晝　翔太(草加西) 塩崎　諄(北本高校)

北村　拳志郎(大宮東高) 入江　晨丞(坂戸西) 北野　楽人(浦和東)

中川　亮汰(三工技高) 駒井　翔馬(所沢西)

石井　健太(北本高校) 小林　柊司(浦和実業) 三木　聖斗(越谷東)

秋元　巧(浦和実業) 永田　翔大(浦和南) 冨山　拓己(久喜北陽)

中村　壮希(星野中学) 山本　航瑠(栗橋北彩)

内藤　慧(杉戸)

重村　翔平(草加高校) 城所　那直(武蔵越生) 斉藤　心大(草加南)

大島　璃生(大宮西) 三井　涼太(桶川高校) 長　泰秀(春日部)

迫中　涼聖(蓮田松韻) 高野　優希(川口東) 小出　頌悟(県立浦和)

郡　　奏志(上里北中) 細田　和樹(星野) 加藤　大地(久喜北陽)

杉浦　大樹(越ヶ谷) 神原　俊介(叡明) 川中　海人(蓮田松韻)

菅原　奨(川越南) 石川　之響(浦和工業)

髙橋　柊(大宮南) 中村　駿輝(上尾南高) 山崎　拓巳(県立川口)

小川　侑泰(岡部中) 星野　滉太(志木高校)

小林　洸一(県立浦和)上林　葵(不動岡) 和田　竜(春日部)

須賀　達樹(大宮西)

小林　慶(児玉白楊)

野村　愛斗(上尾鷹台) 立山　涼太郎(浦和実業) 栗原　圭吾(大宮高校)

後藤　翔(武蔵野) 渡辺　大夢(栗橋北彩) 島村　尚守(大宮東高)

松井　啓将(朝霞三中) 樋口　直輝(三工技高) 北岡　玲(大宮西)

多久島　大輝(浦和北) 渡辺　諭(浦和工業) 加藤　匡裕(越谷北)

松﨑　諄稀(越谷西)

加藤　恵(叡明) 青栁　亮太朗(浦和南) 安部　朋樹(大宮東高)

阿部　隼大(大宮東高) 長谷川　晴也(越谷東) 渡辺　歩夢(栗橋北彩)

杉本　翔吾(坂戸西)

小池　真央(児玉白楊) 杉山　優都(武蔵越生) 市川　賢太郎(三工技高)

小和瀬　悠真(浦和工業)

新沼　悠人(川越南)

伊久留　瑞希(秀明英光) 上原　大季(県立川口)

篠原　遥途(幡羅中) 齋藤　久也(浦和南) 小俣　翔平(浦和東)

佐藤　竜凱(越ヶ谷) 則武　優希(川口北) 糟谷　拓斗(川越西)

大野　駿(杉戸) 小野　脩人(不動岡) 都築　峻平(久喜工業)

金野　祐汰(県立浦和) 島田　雄生(久喜工業) 上田　遼太郎(上尾南高)

中山　竜(大宮東高) 坂口　太一(川越南)

川渕　喜貴(大宮東高) 濱　友貴則(浦和実業) 村井　健文(大宮高校)

押見　拓人(蓮田松韻) 大野　駿太郎(春日部)

根本　流颯(浦和南) 西村　優希(児玉白楊) 福岡　侑樹(大宮西)

入山　昇希(新座四中) 近藤　嘉哉(上尾鷹台) 八島　蒼太(蕨)

関根　健太(上尾) 古市　雄太(草加高校) 糸井　二千樺(杉戸)

堀口　大輔(上尾南高)

塚田　奏音(春里中) 小川　亜希斗(越谷西) 露﨑　智哉(浦和南)

芳賀　宣斗(桶川高校) 今野　優太(久喜北陽) 小笠原　勇輝(越谷東)

髙山　湧人(浦和南)

吉永　灯吾(志木高校) 新井　優希(大宮高校)

金井塚　魁(藤久保中) 小林　靖尚(坂戸西) 櫻澤　来輝(草加南)

中田　琉斗(武蔵越生) 白鳥　智也(武蔵野) 三田　智己(大宮東高)

沓澤　翼(大宮東高) 横川　大輝(上尾南高) 渡邉　翔太(浦和実業)

門田　将生(県立川越) 長井　佑月(武蔵野) 寺田　睦(三工技高)

新井　颯来(所沢西)

中根　駿也(星野) 井上　馨二(越谷西)

小川　翔大(越谷北) 辻　拓真(県立川越)

土屋　博雅(杉戸)

髙橋　遼太郎(越谷北)

倉持　塁(不動岡)

星野　道大(叡明)

井上　大幹(朝霞三中)

前田　倖弥(北本高校)

酒井　亮貴(草加南)

早津　映良(上尾)

松﨑　遊斗(久喜工業)

佐藤　友弥(上尾橘)

渡辺　悟(大宮高校) 増田　悠馬(叡明) 稲舟　拓也(杉戸)

山崎　祥吾(川口北) 谷島　佑太(上尾鷹台) 大久保　岬(県立川越)

江連　孝太(草加西) 浦田　啓生(川越西)

廣瀬　史哉(大宮高校)

神吉　凌(北本高校) 柴田　斗羽(川越西)

佐藤　壮太(草加西) 中森　幹太　(武蔵越生) 鴇田　　輝(上尾)

小林　勇吾(朝霞四中) 森尻　智哉(大宮南) 小林　昴生(北本高校)

吉田　悠穂(武蔵越生) 鏡内　琢生(浦和北) 小林　史弥(川口東)

成田　知平(浦和北) 武村　健太(羽生第一) 大森　祐輔(上尾)

新海　裕人(川越西) 古戸　駿太(鴻巣高校) 高畑　豪志(児玉白楊)

島根　　潤(三郷北中) 押川　憂大(秀明英光) 鈴木　勇人(越谷南)

藤田　直己(叡明)

佐藤　飛月(草加西) 田村　勇貴(蓮田松韻) 大蔵　竜也(越谷東)

鈴木　雄大(蕨) 熊澤　仁(桶川高校) 神田　哲志(上尾)

河野　彰吾(星野中学) 城川　和輝(大宮高校)

有吉　樂人(越谷北)

川上　唯斗(県立川越)

林　彪凱(桶川高校)

杉本　陸斗(武蔵野)

岩田　優也(越谷西) 日種　健人(県立川口) 澤田　紘平(星野)

飯島　大介(久喜北陽)

松原　千聖(上尾橘) 西澤　颯斗(越谷南) 原　拓磨(浦和南)

上田　将文(杉戸)

金子　隆世(県立川口)

石岡　翔栄(県立浦和) 松本　陸(越ヶ谷) 丸山　有雅(北本高校)

飯村　祐太(大宮南)

尾辻　温(大宮西) 高橋　朋也(鴻巣高校) 不破　直斗(伊奈学園)

伊藤　義貴(大宮高校) 竹内　聡志(早大本庄) 関根　涼介(伊奈学園)

柳館　史音(大宮南) 小西　諒(三工技高)

鈴木　豪(越谷南) 鎌田　真斗(越谷西) 斎藤　勇斗(武蔵越生)

福田　祐弥(武里中) 藤井　達也(上尾) 杉本　竜樹(大宮南)

大塚　翔真(幸手桜高) 伊藤　達也(早大本庄) 奥墨　琉海(浦和南)

水島　優斗(不動岡) 宍戸　架充優(大宮商業) 石川　英政(大宮東高)

長岡　大貴(志木高校)

柄木田　涼平(県立川口) 稲塚　天(春日部) 中島　良伊羅(久喜北陽)

有賀　裕(宮代高校) 窪田　幸斗(浦和東) 赤石澤　蓮(大宮西)

高橋　大樹(星野) 藤城　陸(久喜工業) 佐藤　陸人(伊奈学園)

山中　稜央(本庄児玉中) 石井　優眞(大宮東高) 風見　勇夢(越谷西)

芦澤　直樹(浦和東)

田中　芳春(県立浦和)

楠　拓真(大宮高校)

中澤　聖也(大宮東高) 佐野　樹(羽生第一) 岡村　悠矢(不動岡)

矢澤　巧(浦和実業)

川人　聖也(越谷西)

田村　賢介(杉戸) 青木　颯来(桶川高校)

太田　一郎(朝霞) 小畑　直樹(坂戸西)

井上　彦希(川越西)

中嶋　大地(伊奈学園)

吉野　将英(志木高校) 藤井　倖太郎(叡明) 柳澤　太亮(県立浦和)

内田　遥輝(幸手桜高) 磯山　直希(大宮西)

諸田　ヒイロ(浦和東)

大木　朝陽(桶川西)

尾中　遥介(県立川越)

山田　真弘(上尾南高)永井　大陸(浦和東)

藤倉　崚(羽生第一)

伊藤　匠(浦和東)

田村　秀人(上尾南高)

小畑　裕太(春日部)

野口　陽生(大宮高校)

高松　優翔(県立浦和)

宇戸　麟(東浦和中)

大髙　輝那(川越西)

倉澤　秀大(川越南) 杉村　大地(県立川口) 金原　遥斗(久喜工業)

柴田　大輝(県立浦和) 稲木　叶(越谷東)

齋藤　裕貴(上尾鷹台) 杉山　朋史(川口東) 原田　伸己(浦和工業)

山村　大心(川越西)

中村　幸太郎(県立川越)

小達　夏輝(県立川越)

佐藤　隼太(杉戸)

高橋　颯斗(大宮高校)

伊藤　拓(杉戸)

金井　優真(杉戸)

小峯　大輝(坂戸西)

戸田　渉太(川口北) 中野　和馬(蓮田松韻) 鈴木　光大(伊奈学園)

春日　武流(桶川高校)

藤野　蓮也(上尾)

石田　晴哉(大宮東高)

鈴木　匠海(浦和南)

宮下　大輝(県立川口)

新井　健太(坂戸西)

杵鞭　凌太(久喜工業) 小池　大城(越谷西)

森田　淳希(星野中学)

大西　凪(草加南)

今野　輝(叡明) 市塚　太登(大宮東高)

蓮見　俊介(蕨) 館石　真仁(越谷東)

阿部　優葵(松伏高校) 若海　洋平(草加南)

江島　健晴(朝霞) 芳賀　大樹(浦和北)

宇田川　魁星(武蔵越生) 黒澤　圭吾(児玉白楊)

洞田　港(坂戸西)

岡田　涼平(杉戸)

吉野　自朗(坂戸西)

衣川　祐希(県立川口)

宮越　一成(坂戸西)

佐藤　寛太(春日部)

登丸　竜弥(県立川口)

五十嵐　優馬(伊奈学園)

柳平　聖斗(浦和東)

中村　悠希(上尾)

古川　凌(川越西)

三木　隆太朗(草加南)

青木　悠斗(杉戸)

鈴木　優太(坂戸西)

野尻　大翔(川越西)

大沼　隆馬(大宮東高)

山本　隼輝(春日部)

成田　優平(県立川越)

竹原　大生(上尾南高)

小林　篤典(坂戸西)

横山　健一(坂戸西)

稲村　陸(上尾南高)

中村　恵史郎(春日部)

村田　龍巳(坂戸西)

今井　大翔(春日部)

木村　亮太(春日部)

志田　直之(県立川越)

有瀧　将史(春日部)

庄司　怜矢(上尾南高)

野口　直哉(大宮高校)

岸　隆之介(三工技高)

関　優宏(県立川口)

日暮　翔太(県立川口)

髙橋　一翔(上尾)

木島　朋也(県立川越)

渋澤　玲音(川越西)

金子　舜(伊奈学園)

阿部　聖也(杉戸)

上田　康平(県立川越)

國嶋　翔太(県立川口)

高野　大吾(県立川口)

木下　史尋(坂戸西)

金沢　悠雅(県立浦和)

塩尻　伊吹(県立川口)

吉岡　俊祐(伊奈学園)

小松平　竜馬(県立川越)

保坂　　歩(上尾)

小峰　和馬(大宮西) 石川　葵土(上尾南高)

吉田　優斗(春日部)

佐藤　拓斗(坂戸西)

弟子丸　篤行(伊奈学園)

古沢　秀樹(県立浦和)

松岡　優輝(県立浦和)

工藤　翔太(杉戸)

清水　勇利(春日部)

丸山　拓斗(上尾)

吉澤　隼哉(坂戸西)

菊池　柚希(川越西)

田井　佑弥(春日部)

佐藤　心南(坂戸西)

遠藤　健太(杉戸)

伊藤　勇輝(杉戸)

俣木　崇範(上尾)

久保　光翼(上尾)

桑澤　優汰(県立川越)

和泉　有哉(春日部)

大西　達也(上尾)

塩谷　勇斗(杉戸)
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麻田　太志(浦和工業)

栁原　将也(上尾南高)

今岡　凱士(栗橋北彩)

多比良　圭哉(県立川越)森永　新太(上尾南高) 井上　遼太郎(久喜北陽)

阪本　駿平(川越西)

篠原　恵太(久喜工業) 小田　隼矢(三工技高) 寺山　質(県立浦和)

森　啓輔(山村学園)

岸田　健佑(県立浦和)

清水　一真(草加南)

小林　達矢(坂戸西)

會澤　悠太(県立川越)

大久保　貴裕(杉戸)

嶋崎　勇也(坂戸西)

加藤　駿(県立川越)

荻原　涼輔(坂戸西)

青木　優斗(伊奈学園)

武藤　竜也(県立川越)

砂田　唯斗(杉戸)

関根　雄大(杉戸)

宮森　海成(杉戸)

市座　舜也(県立川口)

髙橋　優斗(坂戸西)

中村　治(上尾南高)

齋藤　拓海(県立川越)

小鷹　亘輝(坂戸西)

大喜　翼(県立川越)

大河原　弘貴(県立川越)

17

18

19

20

27

28

29

30

31

32

21

22

23

24

25

26

高野　海理(坂戸西)

原野　智成(県立川越)

出口　創太(県立川口)

94

89

90

91

92

93

86

87

薄田　倖一(県立川口)

中山　陽太(大宮高校)

久住　大善(春日部)

福森　哲(県立浦和)

若林　隼平(杉戸)

野口　拓実(県立川口)

33

34

37

38

39

36

堀尾　竜平(上尾)

氏家　健太(杉戸)

野澤　朋矢(県立川越)

石井　裕之(大宮高校)

野部　祥吾(上尾)

黒沢　健介(春日部)

網代　光晟(杉戸)

星谷　泰成(県立川越)

原　健人(春日部)

新井　稜平(県立川越)

塚本　源次郎(県立川越)

青柳　明日真(上尾)

長谷川　智一(春日部)

木村　亮(羽生第一) 深堀　楓(三工技高) 奥山　飛祐(草加南)

神澤　創汰(草加西)

髙橋　遼(浦和工業)

49

50

51

40

41

42

43

44

45

64

65

70

71

72

73

74

75

58

59

60

61

62

63

52

53

54

55

56

57

46

47

48

88

100
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96
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119
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114

115
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117
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107

108

109
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111
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2 関根　翔(星野)

岩崎　仁(伊奈学園)

内田　誠人(坂戸西) 須永　陸杜(久喜工業)

松村　拓哉(蓮田南中) 丹下　凌吾(浦和東) 沖津　孝翔(鴻巣高校) ()1

3

4

5

6

7

8

吉井　快斗(春日部)

三木　勇真(越谷西)

阿部　正孝(春日部)

八木　和哉(蓮田松韻)

小山　太一(県立川口)

長船　六海(県立川越)

68 関口　空輝(鴻巣高校) 加藤　啓汰(杉戸) 山下　大智(蕨) 川野　啄馬(県立川越)

69 佐藤　太紀(県立川越) 小嶋　敬士(越谷北) 髙山　敬夢(桶川高校) 石井　晃陽(川越西)

金久保　星斗(大宮高校)

67 牛島　光稀(武蔵越生) 石川　響(児玉白楊) 奈良　拓弥(久喜工業) 神戸　大知(県立川越) 134 鈴木　俊也(蓮田南中) 小澤　拓未(羽生第一) 赤石　雅弥(春日部) 小井沼　豪(県立川越)

66 浅子　雅敏(浦和東) 小林　和生(草加南) 須賀　響己(大宮西) 細井　悠暉(春日部) 133 南野　颯太(春日部) 山﨑　宗(越谷南) 藤本　春輝(越谷東)
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１５歳男子


