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石崎 寛直(早大本庄)

48 角 琉雅(浦和北) 藤野 眞仁(県立浦和) 橋口 翔(市立浦和) 鈴木 結大(埼玉平成)
男子１6歳

1 森 和喜(早大本庄) 谷 謙太郎(叡明) 亀山 盛(浦和工業) 上家 翔太(埼玉平成)

50 清水 憂希(叡明) 豊岡 諒也(杉戸) 田畑 優希(熊谷西) 山口 真槻(川越)

16

3 落合 瞳都(久喜工業) 藤田 一詩(大宮東) 井原 魁星(所沢中央) 大宅 颯心(埼玉平成)

49 田久保 應嶺(埼玉平成) 江守 恵翔(岩槻北陵) 百瀬 智宏(浦和学院) 財部 和希(川口北)2 深谷 洋己(上尾南) 浅野 大和(山村学園) 伊藤 奏太(春日部東)

17
51 幹田 竜斗(早大本庄) 岡部 隼士郎(越谷総合) 柿崎 瑛蓮(桶川高) 赤津 勇吾(浦和南)4 杉本 悠悟(桶川高) 加治 志悠(埼玉平成) 中島 颯汰(川口東) 石森 晴大(川越)

野口 淳史(川越) 山田 悠太(早大本庄) 金澤 諒侑(杉戸)

5 阿波野 万弥(城西川越) 岡﨑 大輔(坂戸西) 宮下 結人(熊谷西) 関根 孝太(県立浦和) 52 髙野 真(浦和南) 前田歩(久喜北陽) 深澤 光希(埼玉平成) ()

6 清水 武蔵(叡明) 大村 将吾(早大本庄) 林 一廣(鳩ヶ谷) 風間 魁(川越) 53 松浦 健太(鴻巣)

押田 隼人(春日部東) 井上 櫂人(浦和北) 杉浦 慶之(松伏) 妹尾 柚希(北本)

7 工藤 暖人(和光国際) 関 涼介(越谷東) 吉池 蓮(川越) 羽田 瑞生(所沢北) 54 加藤 柊人(北本) 馬場 秀明(浦和学院) 平野 克己(大宮東) 渡辺 暁人(杉戸)

18
8 山藤 大地(杉戸) 金子 大輝(浦和学院) 日浦 昂(川越) 髙村 琢吾(浦和南) 55

中山 桃侍郎(川口青陵) 稲村 陸人(三工技) 小林 佑紀(春日部東) 矢邉 俊貴(川口北)

9 麻生 柊人(川口青陵) 永井 大地(所沢中央) 細野 天宙(山村学園) 宮﨑 陽大(埼玉平成) 56 大家 魁眞(川口東) 小川 功恭(春日部) 豊田 真弘(浦和工業) 林 隆成(県立浦和)
3

19
10 井上 楓斗(桶川高) 浦谷 颯(大宮東) 藍原 元太(鳩ヶ谷) 宗石 航介(埼玉平成) 57

小堀 蘭(所沢中央) 小嶋 将太郎(所沢北) 真崎 航汰(浦和学院)

11 歸山 治希(星野) 遠藤 麟太郎(越谷東) 菅原 要吹(松伏) 徳大路 一輝(浦和学院) 58 古川 翔(鷹の台) 米澤 柊優(上尾) 箱崎 輝樹(越谷総合) 平田 朋也(早大本庄)

12 斉藤 航海(浦和北) 紺野 雄梧(川口東) 遠藤 周生(浦和南) 石井 玲史(埼玉平成) 59 小島 叶大(桶川高)

横山 青空(武蔵越生) 髙橋 凰旗(鳩ヶ谷) 小野瀬 広恭(市立浦和) 川添 真輝(伊奈学園)

13 関口 幸汰(上尾) 小池 瑠羽久(坂戸西) 矢部 和将(所沢北) 伊藤 颯音(杉戸) 60 吉田 恭佑(越谷南) 渡部 聡(春日部東) 小林 樹(上尾) 米永 大志(埼玉平成)

20
14 大熊 隼人(和光国際) 小林 海璃(叡明) 東 大晴(県立浦和) 國場 琉癒(浦和南) 61

森本 陽仁(上尾) 田部井倫太郎(久喜北陽) 有田 虎右(桶川高) 小金澤 輝(杉戸)

菅沼 晃樹(所沢北) 鈴木 陸(市立浦和) 髙野 颯平(杉戸)

21

15 小澤 颯太(春日部) 扇田 拓実(栗橋北彩) 小髙 直也(杉戸) 大澤 颯希(所沢北) 62 正木 楓雅(浦和学院)
5

16 伊藤 蒼太(与野) 柴田 昊輝(川口北) 西坂 大樹(埼玉平成) 平戸 穣(早大本庄) 63

西村 元希(上尾) 山田 耕平(伊奈学園) 山口 琉唯斗(埼玉平成)

17 石原 遼佑(伊奈学園) 神山 遼(杉戸) 坂巻 翼(越谷総合) 青山 凱(県立浦和) 64 及川 健太郎(越谷南) 久保田 隼大(春日部) 只木 侑弥(所沢北) 鈴木 玲央(上尾)

18 大平 航汰(与野) 藤塚 大輝(伊奈学園) 川越 友翔(武蔵越生) 名倉 瑞貴(県立浦和) 65 向後 遥希(川口北)

荻谷 太一(所沢北) 仁村 健太郎(星野) 渡瀬 陸(埼玉平成) 森田 夏希(越谷総合)

19 吉田 光希(川口東) 安原歩(草加西) 下田 修誠(浦和南) 久保木 誠一郎(所沢中央) 66 浅見 翔愛(飯能) 松井 隼斗(熊谷西) 田上 侑季(所沢中央) 込山  翼(川越)

22
20 岡松 虎之介(北本) 清水 悠(市立浦和) 小林 瞭太(浦和南) 宮本 陽向(浦和学院) 67

増田 夏希(杉戸) 坂井陽太(草加西) 若林 泰正(伊奈学園) 菅原 翔(所沢北)

21 岡安 一磨(春日部東) 笠原 駿吾(川越) 桂井 良(所沢北) 角屋 凛音(伊奈学園) 68 久米 健瑠(山村学園) 秋田 渉太(春日部東) 朝妻 泉吹(春日部) 細谷 麻斗(杉戸)
7

23
22 田村 琉稀(武蔵野) 山上 彰斗(与野) 中屋 陸(春日部) 刘 日新(県立浦和) 69

伊藤 祐太朗(和光国際) 佐藤 漣(川口北) 伊東 湊真(川越)

23 井上 泰地(鴻巣) 嶋田 翔太(市立浦和) 齋藤 大右(春日部東) 70 西 秀崇(浦和学院) 根岸 奎輔(川口北) 中村 莉久(山村学園) 古澤 伊織(熊谷西)

24 田中 陽太(鴻巣) 雨宮 崇翔(与野) 鈴木 颯太(宮代) 千葉 天(埼玉平成) 71 廣井 洋介(大宮東)

藤原 拓也(越谷総合) 山﨑 大翔(早大本庄) 武田 海成(北本) 渋谷 暢(浦和南)

25 郡司 蒼生(越ヶ谷) 梅山 瑞樹(松伏) 上林 虹輝(伊奈学園) 加藤 仁(北本) 72 堀口 駿太(鴻巣) 渡辺 光(宮代) 頓所 慶志郎(浦和工業) 野本 悠介(浦和学院)

24
26 黒塚 凉生(坂戸西) 岩永 壮太(越ヶ谷) 羽鳥 永遠(松伏) 野口 壮太(川口北) 73

川崎 泰知(春日部東) 戸口 樹(伊奈学園) 加藤 心晴(上尾) 前田 裕斗(埼玉平成)

川崎 秀太(川口東) 齋藤 大雅(武蔵越生) 佐々木 昴(所沢中央)

25

27 河村 青波(大宮東) 佐藤 遙人(熊谷西) 有馬 大斗(越谷南) 細川 直哉(川越) 74 五日市 浩夢(鳩ヶ谷)
9

28 中坪 優陽(山村学園) 輿石 勝人(宮代) 加川 隼(浦和学院) 吉岡 龍玖(春日部) 75

花岡 晃徳(川口北) 櫻井 浩平(埼玉平成) 渡邉 光(浦和学院)

29 大手 柊凪(久喜工業) 脇坂 昂輝(松伏) 岩崎 雅大(杉戸) 鵜殿 幸秀(埼玉平成) 76 大西 哲平(三工技) 清水 琉音(鴻巣) 吉田 俊輝(杉戸) 斉藤 玄樹(鳩ヶ谷)

30 内田 嘉生(春日部東) 谷端 里空(浦和南) 上野 優太(浦和学院) 和田 一馬(川越) 77 石川 和哉(城西川越)

法本 拓実(川口青陵) 菅原 竜陽(上尾橘) 清水 禎大(県立浦和)

31 山本 陵太(所沢中央) 髙橋 武琉(大宮北) 藤本 大地(上尾) 信末 充輝(熊谷西) 78 櫻澤 稜(熊谷工業) 綿引 陽向(鳩ヶ谷) 横山 煌(山村学園) 深谷 和人(浦和学院)
10

26
32 稲見 知輝(川口東) 中野 光太郎(浦和南) 小倉 和也(早大本庄) 大橋 将太(川口北) 79

長澤 祐弥(春日部) 黒田 悠(北本) 高井 春舞(川口北) 八木橋 冬大(川越)

33 宮澤 智輝(所沢北) 落合 煉(宮代) 古畑 昂輝(鳩ヶ谷) 森 心咲(杉戸) 80 栗島 楓翔(山村学園) 浅野 琉生(武蔵越生) 村松 滉太(川口東) 宗石 諒太(埼玉平成)
11

27
34 小野川 結太 (早大本庄) 井上 結支(武蔵野) 柴田 裕太(大宮東) 大羽 航大(浦和学院) 81

前田 龍之介(山村学園) 籾山 大河(叡明) 山口 慧(浦和学院)

35 大塚 真樹(桶川高) 小俣 斗也(三工技) 金子 剛士(和光国際) 鈴木 大輝(川越) 82 新保 陽斗(松伏) 野沢 柊平(越谷総合) 阿部 優人(川口北) 宮原 煌太郎(埼玉平成)

36 武井 俊輔(越谷南) 小杉 友也(北本) 白子 謙汰郎(大宮東) 83 金子 健(武蔵越生)

池田 耕太(川越) 岩崎 美輝斗(桶川高) 中村 悠馬(浦和学院) 小幡 瀬南(越谷総合)

藤井 亮輔(三郷) 石沢 俊樹(県立浦和) 上家 翔太(埼玉平成)

28

37 加藤 虎侍(岩槻北陵) 柳原 正汰(越谷東) 加藤 優翔(早大本庄) 櫻井 知拓(鳩ヶ谷) 84 岡﨑 詩(市立浦和)
12

38 山中 楽登(春日部) 永瀬 柊人(上尾橘) 藤田 祐斗(越谷総合) 城田 優作(所沢北) 85

四位 碧唯(所沢北) 伊藤 咲人(浦和工業) 横田 大晟(所沢中央) 川崎 陽斗(川越)

39 塩屋 智大(市立浦和) 岩淵 俊介(和光国際) 相馬 琉ノ介(坂戸西) 青木 稽(浦和学院) 86 松田 雄太(杉戸) 江川 颯(県立浦和) 川島 英翔(埼玉平成)  小林 慶大(浦和学院)
13

29
40 佐藤 宏太朗(県立浦和) 永井 咲太郎(伊奈学園) 堀口 大斗(熊谷西) 花井 海翔(春日部東) 87

横川 皓祐(越ヶ谷) 菊地 陽己(春日部) 魚田 憲佑(埼玉平成)

41 濵平 佳汰(浦和北) 佐藤 幸士郎(岩槻北陵) 関口 和真(川越) 武井 志恩(浦和学院) 88 渡邊篤紀(久喜北陽) 渡邉 鉄(熊谷西) 西岡 俊太朗(県立浦和) 小林 正弥(川越)

42 松木 裕生(上尾) 矢部 凌馬(上尾橘) 鶴淵 祐真(坂戸西) 及川 雄生(浦和学院) 89 遠山 碧(桶川高)

44 石塚 直哉(山村学園) 篠田 佑貴(久喜工業) 森田 煌冬(北本) 渕上 蒼太(県立浦和)

43 春日 秋輝(飯能) 昼間 大我(浦和工業) 飯塚 陽人(所沢北) 沼澤 幸希 (伊奈学園)

池田 慧護(三工技) 正田 一修(県立浦和)

91 青木 暖人(浦和北) 面井 俐玖(武蔵越生) 山崎 大夢(越谷東) 三好 渉(川口北)

14
90 野上 弘喜(和光国際) 荒井 龍人(大宮東) 番家 政一(北本) 大住 祥也(川口北)

93 中野 聖武(栗橋北彩) 田中 響(三郷) 水谷 優希(杉戸) 市川 陽喜(浦和南)

15 30

46 田中 優光(正智深谷) 岩本 樹(越谷南) 正木 泰良(浦和南) 渡辺 優輝(所沢中央)

92 花本 遼(市立浦和) 矢嶋 純己(埼玉平成) 藏本 浬空(川口北) 堀木 太陽(杉戸)45 石川 聖弥(三郷) 田口 航太郎(鷹の台)

94 熊谷 拓士(星野) 藤田 楓(春日部) 原島 惺(桶川高) 天野 一輝(川越)47 栗野 朝陽(武蔵越生) 齋藤 史埜(越谷南) 古川 大地(三工技) 鈴木 寛大(川越)

男子16歳


