
彩の国A
No 氏名 よみがな 性別 年齢 学年 お住い
101 阪田 暁 さかた あきら 男 20 越谷市
102 大内 智洋 おおうち ちひろ 男 20 東京都
103 吉藤 勇人 よしふじ はやと 男 21 東京都
104 佐々木 俊祐 ささき しゅんすけ 男 22 東京都
105 磯貝 優 いそがい ゆう 男 22 神奈川県
106 大上 恭平 おおかみ きょうへい 男 27 茨城県
107 田島 英 たじま すぐる 男 28 栃木県
108 小林 章宏 こばやし あきひろ 男 28 東京都
109 須藤 洋 ストウ ヒロシ 男 31 神奈川県
110 佐藤 宏之 さとう ひろゆき 男 32 戸田市
111 松倉 友樹 まつくら ゆうき 男 32 東京都
112 木村 忠博 きむら ただひろ 男 32 栃木県
113 岡沢 健介 おかざわ けんすけ 男 32 所沢市
114 渡邉 寛 わたなべ ひろし 男 32 茨城県
115 木下 晶弘 きのした あきひろ 男 32 ふじみ野市
116 平 慎太郎 たいら しんたろう 男 33 越谷市
117 小川 勉 おがわ つとむ 男 33 東京都
118 彌勒寺 寛之 みろくじ ひろゆき 男 35 栃木県
119 吉井 和弘 よしい かずひろ 男 35 東京都
120 關 大三郎 せき だいさぶろう 男 35 上尾市
121 工藤 紳一廊 くどう しんいちろう 男 37 茨城県
122 平岩 清一 ひらいわ きよかず 男 37 千葉県
123 天明 隆之 てんみょう たかゆき 男 38 神奈川県
124 野田 陽一郎 のだ よういちろう 男 38 所沢市
125 後藤 啓介 ごとう けいすけ 男 38 東京都
126 高野 勝弘 たかの かつひろ 男 38 熊谷市
127 佐藤 秀雄 さとう ひでお 男 38 東京都
128 田上 英治 たがみ えいじ 男 39 入間市
129 伊藤 泰善 いとう やすよし 男 39 千葉県
130 板垣 均 いたがき ひとし 男 40 久喜市
131 石藤 太郎 いしどう たろう 男 40 朝霞市
132 池永 厚 いけなが あつし 男 40 東京都
133 山階 光将 やましな みつまさ 男 41 東京都
134 小暮 恒介 こぐれ こうすけ 男 41 東京都
135 齊藤 竜郎 さいとう たつろう 男 41 千葉県
136 田中 規夫 たなか のりお 男 41 朝霞市
137 生井 毅 なまい たけし 男 42 東京都
138 川路 浩之 かわじ ひろゆき 男 42 千葉県
139 柴﨑 真夫 しばさき まさお 男 42 上尾市
140 伊藤 春一 いとう しゅんいち 男 42 東京都
141 田口 智博 たぐち ともひろ 男 42 さいたま市
142 熊倉 利和 くまくら としかず 男 43 東京都
143 石井 浩行 いしい ひろゆき 男 43 群馬県
144 小野 正洋 おの まさひろ 男 43 東京都
145 堰 博 せき ひろし 男 43 春日部市
146 吉野 功哉 よしの かつや 男 43 小川町
147 稲永 浩之 いねなが ひろゆき 男 44 千葉県
148 田中 タナカ 吉紀 ヨシノリ 男 44 東京都
149 永井 克明 ながい かつあき 男 45 神奈川県
150 佐藤 和嘉 さとう かずよし 男 45 本庄市
151 下川 峰之 しもかわ みねゆき 男 45 群馬県
152 今井 達也 いまい たつや 男 45 東京都
153 水谷 達也 みずたに たつや 男 45 戸田市
154 上山 和年 かみやま かずとし 男 45 越谷市
155 松尾 泰寛 まつお やすひろ 男 45 朝霞市
156 箱田 智則 はこだ とものり 男 46 越谷市
157 堀越 由忠 ほりこし よしただ 男 46 吉川市
158 大柿 強 オオガキ ツヨシ 男 46 東京都
159 町田 拓也 まちだ たくや 男 46 栃木県
160 明石 桂一 あかし けいいち 男 47 神奈川県
161 早川 秀樹 はやかわ ひでき 男 47 東京都
162 土屋 博 つちや ひろし 男 47 戸田市
163 宮崎 拓巳 みやざき たくみ 男 47 さいたま市
164 島 正博 しま まさひろ 男 47 東京都
165 神谷 明人 かみや あきひと 男 48 新潟県
166 増田 具正 ますだ ともただ 男 48 川口市
167 高橋 広之 たかはし ひろゆき 男 48 久喜市
168 佐伯 裕之 さえき ひろゆき 男 48 栃木県



No 氏名 よみがな 性別 年齢 学年 お住い
169 田村 晋一 たむら しんいち 男 48 東京都
170 平賀 裕士 ひらが ひろし 男 48 東京都
171 影山 昭夫 かげやま あきお 男 48 茨城県
172 森本 秀一 もりもと しゅういち 男 48 千葉県
173 茂木 智 もてぎ さとし 男 49 熊谷市
174 須藤 永力 すとう えいか 男 49 本庄市
175 岡本 夏樹 おかもと なつき 男 49 東京都
176 平山 隆志 ひらやま たかし 男 50 春日部市
177 深澤 賛光 ふかさわ よしみつ 男 50 東京都
178 山際 謙一 やまぎわ けんいち 男 51 川越市
179 丸山 力 まるやま つとむ 男 51 川口市
180 磯部 勝博 いそべ かつひろ 男 51 東京都
181 金子 浩一 かねこ こういち 男 52 富士見市
182 河野 隆之 こうの たかゆき 男 52 越谷市
183 宮地 一利 みやぢ かずとし 男 52 東京都
184 飯塚 洋一 いいづか よういち 男 53 川口市
185 大塚 義彦 おおつか よしひこ 男 53 群馬県
186 小澤 宏明 おざわ ひろあき 男 53 宮城県
187 野村 聡 のむら さとし 男 53 東京都
188 八木澤 修 やぎさわ おさむ 男 53 栃木県
189 長野 克己 ながの かつみ 男 54 さいたま市
190 福山 眞弘 ふくやま まひろ 男 55 さいたま市
191 村上 雅一 むらかみ まさかず 男 55 千葉県
192 平松 賢一 ひらまつ けんいち 男 55 長野県
193 高橋 克昭 たかはし かつあき 男 56 秩父市
194 郷田 賢也 ごうだ けんや 男 57 幸手市
195 直　修司 なお しゅうじ 男 60 東京都
196 牧田 護 まきた まもる 男 60 東京都
197 堀井 健司 ほりい けんじ 男 63 東京都
198 吉田 敏彦 よしだ としひこ 男 63 春日部市
199 宮原 海 ミヤハラ ウミ 女 29 東京都
200 後藤 恵美子 ごとう えみこ 女 35 東京都
201 宮崎 美菜子 みやざき みなこ 女 41 さいたま市
202 篠原 三陽 しのはら みはる 女 42 神奈川県
203 加藤 千夏 かとう ちなつ 女 42 所沢市
204 小林 恵 こばやし めぐみ 女 42 山形県
205 嵯峨 宏子 さが ひろこ 女 43 さいたま市
206 谷本 寛子 たにもと ひろこ 女 51 神奈川県
207 舘野 直子 タテノ ナオコ 女 52 春日部市



彩の国B
No 氏名 よみがな 性別 年齢 学年 お住い
301 新村 起丈 にいむら きじょう 男 18 東京都
302 齋藤 恵介 さいとう けいすけ 男 18 千葉県
303 高根 大輝 たかね ひろき 男 18 東京都
304 竹内 祐太朗 たけうち ゆうたろう 男 19 川口市
305 村松 健太郎 むらまつ けんたろう 男 19 東京都
306 山田 浩輔 やまだ こうすけ 男 19 神奈川県
307 髙鳥 友樹 たかとり ともき 男 19 神奈川県
308 西條 祥 にしじょう あきら 男 19 さいたま市
309 高橋 凌 たかはし りょう 男 19 千葉県
310 小林 樹 こばやし いつき 男 19 神奈川県
311 石川 瑞生 いしかわ みずき 男 19 神奈川県
312 宮田 達也 みやた たつや 男 19 神奈川県
313 米山 祥平 よねやま しょうへい 男 19 神奈川県
314 金井 智明 かない ともあき 男 19 嵐山町
315 榊 壮一郎 さかき そういちろう 男 19 東京都
316 塚本 耀 つかもと よう 男 19 東京都
317 松嶋 将堂 まつしま まさと 男 19 神奈川県
318 佐藤 雄大 さとう ゆうだい 男 19 北本市
319 加藤 寛己 かとう ひろき 男 19 さいたま市
320 高橋 渉 たかはし わたる 男 19 神奈川県
321 寺田 祐輝 てらだ ゆうき 男 19 草加市
322 下里 雅樹 しもざと まさき 男 19 神奈川県
323 本多 健太郎 ほんだ けんたろう 男 20 神奈川県
324 木村 一誠 きむら いっせい 男 20 千葉県
325 田崎 湧也 たざき ゆうや 男 20 東京都
326 吉野 雄太 よしの ゆうた 男 20 東京都
327 築野 晃 ツノ アキラ 男 20 神奈川県
328 片桐 和真 かたぎり かずま 男 20 志木市
329 宮崎 健太 ミヤザキ ケンタ 男 20 神奈川県
330 西島 佑輔 にしじま ゆうすけ 男 20 東京都
331 阿竹 隼耶 あたけ じゅんや 男 20 ふじみ野市
332 成田 遼 なりた りょう 男 20 東京都
333 中田 大貴 なかだ ひろたか 男 20 神奈川県
334 伊本 聖史 いもと さとし 男 20 東京都
335 手塚 達也 てづか たつや 男 20 東京都
336 福田 大貴 ふくだ たいき 男 20 神奈川県
337 高 壮一郎 こう そういちろう 男 20 神奈川県
338 武井 蓮 たけい れん 男 20 神奈川県
339 村田 賢太郎 むらた けんたろう 男 20 東京都
340 栗間 雄太郎 くりま ゆうたろう 男 20 神奈川県
341 若菜 和彦 わかな かずひこ 男 20 神奈川県
342 植木 裕介 うえき ゆうすけ 男 20 神奈川県
343 陳 偉信 タン ウェイシン 男 21 東京都
344 岡田 真治 おかだ しんじ 男 21 東京都
345 田中 大貴 たなか ひろき 男 21 神奈川県
346 南出 充彦 ミナミデ ミツヒコ 男 21 東京都
347 安田 吉宏 やすだ よしひろ 男 21 東京都
348 澤田 和貴 さわだ かずき 男 21 東京都
349 鳩野 希良 はとの きら 男 21 神奈川県
350 勝野 元太 かつの げんた 男 21 神奈川県
351 土谷 卓 つちや たく 男 21 東京都
352 飯田 拓実 いいだ たくみ 男 21 所沢市
353 森井 拓哉 もりい たくや 男 21 東京都
354 中村 拓登 なかむら たくと 男 21 東京都
355 坂巻 大輝 さかまき だいき 男 21 神奈川県
356 小林 直樹 こばやし なおき 男 21 神奈川県
357 中島 健太 なかじま けんた 男 21 神奈川県
358 横溝 祐樹 ヨコミゾ ユウキ 男 21 東京都
359 杉山 茂生 すぎやま しげき 男 22 東京都
360 井上 賢吾 いのうえ けんご 男 23 東京都
361 田原 宏樹 たはら ひろき 男 24 東京都
362 徳丸 雄一 とくまる ゆういち 男 24 さいたま市
363 村木 功治 むらき こうじ 男 25 川口市
364 渡部 俊 ワタベ シュン 男 25 戸田市
365 坂井 弘 さかい ひろし 男 25 東京都
366 阿部 英幸 あべ ひでゆき 男 28 栃木県
367 篠 旭 しの あきら 男 30 久喜市
368 菱山 智 ひしやま さとる 男 35 東京都



No 氏名 よみがな 性別 年齢 学年 お住い
369 矢嶋 元 やじま はじめ 男 37 さいたま市
370 大久保 貴央 おおくぼ たかお 男 38 栃木県
371 飯塚 秀平 いいづか しゅうへい 男 38 東京都
372 河合 忠之 かわい ただゆき 男 38 東京都
373 西田 康 にしだ やすし 男 39 東京都
374 岡本 篤志 おかもと あつし 男 40 神奈川県
375 圓目 伸治 まるめ しんじ 男 40 狭山市
376 後藤 勉 ごとう つとむ 男 41 ふじみ野市
377 西尾 伸一 にしお しんいち 男 42 草加市
378 生井 和平 なまい かずひら 男 42 東京都
379 中山 裕充 なかやま ひろみつ 男 45 幸手市
380 松本 潤一 まつもと じゅんいち 男 45 群馬県
381 木村 航士 きむら こうじ 男 45 神奈川県
382 林 仁志 はやし ひとし 男 45 東京都
383 小泉 高広 こいずみ たかひろ 男 46 千葉県
384 大内 龍平 おおうち りゅうへい 男 46 神奈川県
385 金田 健一 かねだ けんいち 男 46 杉戸町
386 吉川 誠司 よしかわ せいじ 男 46 所沢市
387 上村 昇 うえむら のぼる 男 47 東京都
388 横田 勝 よこた まさる 男 47 新座市
389 入江 正和 いりえ まさかず 男 47 千葉県
390 安丸 信行 やすまる のぶゆき 男 47 千葉県
391 杉沢 正也 すぎさわ まさや 男 48 東京都
392 今井 淳一 いまい じゅんいち 男 48 千葉県
393 松尾 賢一 まつお けんいち 男 48 春日部市
394 登坂 稔 トサカ ミノル 男 48 東京都
395 佐竹 理史 さたけ まさし 男 49 東京都
396 小林 徹 こばやし とおる 男 50 新座市
397 上子 一成 かみこ かずしげ 男 50 川口市
398 岩田 壽 いわた ひさし 男 51 上里町
399 細田 守雄 ほそだ もりお 男 51 入間市
400 谷口 真弥 たにぐち しんや 男 52 川口市
401 諸岡 重則 もろおか しげのり 男 53 福島県
402 斉藤 友孝 さいとう ともたか 男 54 川口市
403 福田 義房 フクダ ヨシフサ 男 54 川越市
404 吉泉 勇篤 よしいずみ ゆうとく 男 55 東京都
405 中川 正俊 なかがわ まさとし 男 55 東京都
406 石川 倫章 イシカワ ミチアキ 男 56 飯能市
407 金久保 俊也 かなくぼ としや 男 56 加須市
408 松原 毅 まつばら たけし 男 57 北本市
409 かじかわ 悟志 かじかわ さとし 男 60 桶川市
410 太田 俊次 おおた しゅんじ 男 60 神奈川県
411 三宅 慎一郎 みやけ しんいちろう 男 61 上里町
412 酒井 昭光 さかい あきみつ 男 61 草加市
413 小川 孝 おがわ たかし 男 62 上尾市
414 宇山 博之 うやま ひろゆき 男 63 茨城県
415 西澤 隆志 にしざわ たかし 男 64 草加市
416 西内 秀一 にしうち しゅういち 男 64 福島県
417 野澤 正 ノザワ タダシ 男 66 茨城県
418 菅野 裕次 かんの ゆうじ 男 67 茨城県
419 出井 弘司 いでい ひろし 男 67 加須市
420 佐藤 光史 さとう こうし 男 70 東京都
421 芳埜 次夫 よしの つぐお 男 71 上尾市
422 浅田 浩之 あさだ ひろゆき 男 74 深谷市
423 八掛 由起子 やつがけ ゆきこ 女 19 東京都
424 栗林 莉穂 くりばやし りほ 女 19 東京都
425 横山 佳奈 ヨコヤマ カナ 女 20 神奈川県
426 宮内 朝穂 みやうち あさほ 女 20 神奈川県
427 中村 祥代 なかむら さちよ 女 20 東京都
428 川本 まどか かわもと まどか 女 20 千葉県
429 佐藤 千明 さとう ちあき 女 20 東京都
430 上條 南斗 かみじょう なつき 女 21 東京都
431 高橋 舞 たかはし まい 女 21 千葉県
432 古谷 怜子 ふるや れいこ 女 38 東京都
433 橋本 昌代 はしもと まさよ 女 42 茨城県
434 冨岡 貴子 とみおか たかこ 女 55 さいたま市
435 吉田 典子 よしだ のりこ 女 56 北本市
436 平松 かおり ひらまつ かおり 女 56 長野県



彩の国C
No 氏名 よみがな 性別 年齢 学年 お住い
501 酒井 景梧 さかい けいご 男 18 千葉県
502 上村 浩希 かみむら ひろき 男 18 東京都
503 橋 拓環 はし ひろき 男 19 神奈川県
504 鈴木 青 すずき せい 男 19 東京都
505 岡本 澪 おかもと りょう 男 19 神奈川県
506 矢部 優大 やべ ゆうた 男 19 神奈川県
507 戸田 啓太 とだ けいた 男 19 神奈川県
508 松下 達志 まつした たつし 男 20 東京都
509 川田 吉弘 かわだ よしひろ 男 20 東京都
510 加藤 翼 かとう つばさ 男 20 東京都
511 土屋 将吾 つちや しょうご 男 20 千葉県
512 犬塚 隆徳 いぬづか たかのり 男 23 戸田市
513 眞守 真輝 まもり まさき 男 26 東京都
514 森 亘平 もり こうへい 男 30 神奈川県
515 堀江 康彦 ほりえ やすひこ 男 42 神奈川県
516 菅原 繁幸 すがわら しげゆき 男 42 山形県
517 鹿ノ子 直樹 かのこ なおき 男 46 入間市
518 恵川 哲明 えがわ のりあき 男 49 東京都
519 市村 浩一 イチムラ コウイチ 男 50 東京都
520 安田 善一郎 やすだ ぜんいちろう 男 50 東京都
521 小森谷 功 こもりや いさお 男 51 神奈川県
522 大柳 敏男 おおやなぎ としお 男 55 所沢市
523 中嶋 豊 なかしま ゆたか 男 59 茨城県
524 沖村 政則 おきむら まさのり 男 62 東京都
525 折田 彰 おりた あきら 男 65 熊谷市
526 中山 知洋 なかやま ちひろ 女 18 さいたま市
527 舘野 ひなた たての ひなた 女 21 春日部市

彩の国C(高校生)
No 氏名 よみがな 性別 年齢 学年 お住い
528 大内 佳志 おおうち かいし 男 15 高校1年 東京都
529 大浦 直繁 おおうら なおしげ 男 15 高校1年 千葉県
530 筒井 大介 つつい だいすけ 男 15 高校1年 東京都
531 齊藤 快 さいとう かい 男 16 高校1年 東京都
532 堀井 亮汰 ほりい りょうた 男 16 高校2年 栃木県
533 岡部 泰成 おかべ たいせい 男 16 高校2年 東京都
534 浅野 良太 あさの りょうた 男 16 高校2年 東京都
535 横山 拓海 よこやま たくみ 男 17 高校3年 入間市
536 阿部 雄介 あべ ゆうすけ 男 17 高校3年 神奈川県
537 鈴木 翔太 すずき しょうた 男 17 高校3年 東京都
538 山口 浩人 やまぐち ひろと 男 17 高校3年 東京都
539 茶木 慎之介 ちゃき しんのすけ 男 17 高校3年 東京都
540 藤本 一輝 ふじもと かずき 男 17 高校3年 東京都
541 大野 汰央 おおの たお 男 17 高校3年 東京都
542 見形 知亜莉 みかた ちあり 女 16 高校1年 栃木県


