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男子
１５歳

1 上野 稜大(叡明) 石井 陽己(市立浦和) 畑中 奏人(不動岡) ()

2 須郷 友揮(大宮南)

3 前川 瑞貴(浦和北) 下野 涼太(久喜工業) 向埜 奨真(上尾) 小川 慶悟(越谷西)

長谷川 紘己(川口東) 坂本 翔空(杉戸) 古賀 真麻(鷹の台)

小池 凛(浦和麗明) 柳澤 樹(不動岡)

38

39

5 伊藤 颯真(三郷工技) 木村 拓夢(越谷総合) 江森 健太郎(川越西) 落合 陽人(浦和南)

4 稲本 和真(上尾橘) 野村 大河(坂戸西)

40

7 横山 尚弥(浦和東) 高垣 晴人(和国高校) 清水 虹輝(本庄東) 大澤 誠也(川口北)

6 小室 琢磨(東野高校) 宇田川 裕貴(草加西) 伊藤 雅俊(鷹の台)

中澤 陽斗(浦和麗明)

中山 大樹(桶川)

9 グェン ハイダン(蓮田松韻) 大久保 慎豊(久喜工業) 高瀬 柊哉(久喜北陽) 藤田 夏輝(県立川口)

11 髙山 拓海 (県立川口) 櫻井 稜大(県立川越) 永瀬 大夢(鷹の台) 大島 晴斗(大宮東)

13 丸山 海斗(叡明) 町田 大尚(庄和) 船津 悠斗(大宮南) 松下 直樹(春日部)

15

8 佐藤 利功斗(鷹の台) 谷 汰雅(浦和麗明) 原 悠太(川越西) 山本 輝音(草加南)

田代 千慧(上尾) 相沢 光(坂戸西) 1010 石山 柊哉(鴻巣) 秋谷 航輝(越谷北)

41

42

12 田沼 直太(県立浦和) 谷口 孔明(草加南) 荒井 龍之助(北本) 小山 慎之介(坂戸西)

山賀 大輔(杉戸) 蓮見 豪己(浦和東)14

11 43

12 44

中山 魁斐(桶川) 千葉 涼功(伊奈学園) 那須 賢成(坂戸西) 西内 恭太郎(浦和南)

歸山 直斗(浦和北) 山口 颯士(越谷西)

17 新田 真平(越谷南) 冨永 悠翔(県立川口) 藤波 和輝(坂戸西) 駒﨑 頌人(草加南)

16 熊坂 大樹(三郷高) 中島 将太(鴻巣) 富岡 裕介(三郷工技) 根岸 恭平(上尾)

内田 祐作(川越南) 我妻 知探(県立川口)

13 45

14 46

19 角 音弥(久喜北陽) 石戸谷 柚良(志木) 小川 豊和(川口北) 飯塚 爽太(本庄東)

18 嶋﨑 恵多(土合中学) 佐藤 一樹(北本)

21 木谷 拓斗(クラーク国際) 宮下 雄樹(鳩ヶ谷) 渡邉 翔(上尾) 井上 拓馬(川口北)

20 磯野 翔也(越谷南) 葛山 敦海(浦和東) 谷川 誉勇(三郷工技) 下平 航大(草加南)

植木 満広(三郷工技) 磐上 司(桶川)

15 47

16 48

23 白川 颯真(川口青陵) 大久保 匠(県立川口) 日下部 宇陽(越谷西) 髙橋 玲央(上尾)

22 湯川 大吾(住吉中) 鈴木 貴仁(市立浦和)

25 北川 航也(県立川口) 関口 遥希(春日部) 古田 隼大(川口北) 坂井 旅(本庄東)

24 野島 健吾(蕨) 篠永 響(庄和) 成清 颯吾(越谷南) 野崎 史拓(不動岡)

児玉 啓人(庄和) グェン クァン ドゥック(草加南)

17 49

18 50

27 阿部 響(上尾) 中三川 来良(鴻巣) 丸山 直輝(浦和南) 星野 柚紀(県立川口)

26 平賀 貫太(志木) 澤谷 亜紀斗(埼玉平成)

29 蓮岡 裕大(三室中) 小峰 武(県立川越) 新舟 敢太(星野) 金子 遥人(伊奈学園)

28 船岡 弘葵(久喜工業) 荻野 雄大(北本) 井田 成斗(三郷工技) 関本 和馬(川口北)

大津 広夢(県立川口) 門馬 大翔(上尾)

19 51

20 52

31 國松 太樹(川越西) 山内 翔太(杉戸) 斎藤 頌平(桶川) 藤井 宏夢(川越南)

30 大澤 陽真(越谷北) 大西 啓輔(三郷工技)

33 関 佳宝(埼玉栄) 清水 稜太(杉戸) 石田 修吾(埼玉平成) 齊藤 光汰(草加南)

32 高橋 空斗(浦和南) 丸山 健太(川越西) 佐藤 航我(坂戸西) 太田 颯吾(川口北)

鈴木 涼太(三郷工技) 島田 聖基(伊奈学園)

21 53

22 54

35 小澤 柊介(坂戸西) 吉田 修真(上尾橘) 山田 健真(越谷西) 近藤 弘基(川越南)

34 高橋 翔太(大宮東) 佐藤 岳瑠(草加南)

36 根石 天哉(三郷工技) 三島 叶夢(埼玉平成) 鈴木 賢太(草加南) 龍川 圭太(杉戸)

38 渡邉 匠(大宮武蔵野) 小高 莉空(川口北) 田中 明日翔(大宮東) 永山 学(桶川)

37 海野 嘉樹(飯沼中) 鳥巣 泰生(星野) 山﨑 友樹(越谷西) 新山 翼(県立川口)

工藤 康平(川口北)

23 55

24 56

40 瓜生 純也(和国高校) 荻野 玲央(武蔵越生) 沈 義星(大宮東) 原 悠樹(浦和東)

39 提箸 秀人(鷲宮東中) 巳野 泰勢(南稜)

42 白根 勇樹(鴻巣) 西澤 瑠希也(草加南) 増原 悠人(浦和東) 金子 周平(伊奈学園)

41 榎本 光(大宮南) 原田 将輝(久喜工業) 栁瀬 健志(川口北) 齋藤 駿介(鷹の台)

米山 遼河(大宮東) 鯨井 快人(草加南)

25 57

26 58

44 甲州 勇翼(浦和東) 茂木 翔斗(本庄東) 廣政 友也(伊奈学園) 井上 将吾(埼玉平成)

43 篠山 丈瑠(越谷西) 中島 大輝(所沢北)

46 小沢 優弥(伊奈学園) 小熊 大悟(本庄東) 小林 剛士(草加南) 髙橋 佳汰(杉戸)

45 鈴木 秀都(不動岡) 石井 海斗(大宮東) 松尾 航輝(坂戸西) 来栖 啓太(春日部)

近藤 克哉(蕨) 池田 翔馬(県立川口)

27 59

28 60

48 長濱 真太朗(南稜) 駒崎 大成(川口東) 城生 大至(所沢北) 平石 啓人(川口北)

47 後藤 広夢(志木) 竹林 遼成(和国高校)

50 鈴木 悠太(埼玉栄) 中川 翔太(大宮南) 山口 征祐(川越西) 古賀 堅可(川口北)

49 河野 颯流哉(県立川越) 坂巻 翔太(幸手桜) 黒須 開斗(本庄東) 藤田 力也(草加南)

安孫子 雅史(川口北) 市原 優馬(鷹の台)

29 61

30 62

52 小今井 悠(越谷南) 貫井 晴陽(春日部) 柴崎 健斗(伊奈学園) 西山 十羽(県立川口)

51 島﨑 敦史(土合中学) 横坂 勇人(桶川)

54 長山 彰汰(山村学園) 大久保 壮真(久喜北陽) 成田 心都(伊奈学園) 神山 善輝(坂戸西)

53 中妻 柊也(幸手桜) 戸張 雄太(草加西) 鈴木 祐太朗(川越南) 井上 拓真(草加南)

加藤 大暉(北本) 吉田 縁(鷹の台)

31 63

32 64

56 重田 悠誠(坂戸西) 松下 脩平(春日部) 小峰 佳貴(川越南) 伏屋 太智(本庄東)

55 伊藤 暖(庄和) 田中 昂大(大宮東)

58 奥山 直人(所沢北) 緑川 力哉(大宮東) 嶋﨑 稜(越谷北) 山田 千寛(桶川)

57 小林 暖弥(市立浦和) 仲西 拓海(埼玉平成) 山﨑 皓太(春日部) 服部 拓海(浦和南)

鈴木 偉斗(蕨) 小柏 雄暉(上尾)

33 65

34 66

60 柴田 至温(春日部) 永沢 航大(三郷工技) 小島 知優希(武蔵越生) 北川 蒼樹(浦和東)

59 渡邊 怜真(叡明) 福岡 大和(川越南)

62 佐久原 遼太(戸田東中) 小島 尊良(川口東) 山﨑 太樹(越谷西) 古木 亮介(春日部)

61 木谷 龍月(北本) 藤澤 大輝(浦和南) 寺田 詩音(久喜北陽) 永島 翔太(坂戸西)

岡田 威(越谷総合) 石田 航(春日部)

35 67

36 68

64 佐藤 楓芽(草加西) 小池 大翔(上尾) 伏見 空雅(鷹の台) 和田 柊耶(川口北)

63 加藤 温(市立浦和) 福田 優太(武蔵越生)

遠見 賢斗(大宮東) 直井 和哉(川越西)

65 須賀 聡(川口青陵) 色川 和馬(伊奈学園) 高島 一颯(久喜北陽) 手塚 直郎(不動岡)

37 69

67 濱田 隼弥(不動岡) 梅原 真之介(越谷総合) 小林 海音(上尾) 三間 正寛(伊奈学園)

66 松本 優徳(越谷西) 大野 涼輔(県立浦和)

上尾運動公園体育館（５日）


