
市 民 空 手 道 大 会 

 組み手の部 

幼児(男女)        石坂 凌太  
小学生１年男子     小野 響聖 
小学生１年女子     野別 美来 
小学生２年男子     土屋 武蔵 
小学生２年女子     荒井 美奈 
小学生３年男子     関根 謙斗 
小学生３年女子     中井  舞 
小学生４年男子     高橋 恵太 
小学生４年女子     山川 未央 
小学生５年男子     河原 啓志 
小学生５年女子     戸田  麗 
小学生６年男子     森崎 佑輝 
小学生６年女子     土屋 玲奈 
中学生男子       高杉 健介 
中学生女子       堀川ひかる 
高校・一般男子     山中 竜矢 
高校・一般女子     斉藤 准子 
３５歳以上の部     安達 裕次 
形の部 

幼児(男女)        三田虎士朗 
小学生１年男子     初山 龍空 
小学生１年女子     野別 美来 
小学生２年男子     内田  慶 
小学生２年女子     竹下 穂香 
小学生３年男子     瀬山  翼 
小学生３年女子     河原 悠那 
小学生４年男子     渡邉 尚樹 
小学生４年女子     三澤 可奈 
小学生５年男子     河原 啓志 
小学生５年女子     竹下 綾香 
小学生６年男子     釜賀 永介 
小学生６年女子     清水さつき 
中学生男子       松嶋 慶樹 
中学生女子       山﨑 朱理 
高校・一般男子     今川 恭彰 
高校・一般女子     室橋あゆみ 
３５歳以上の部     細沼  操 
 

市 民 武 術 太 極 拳 大 会 

 入門個人        田中 正守 
入門団体        よつば会Ａ 
簡化二十四式太極拳 

個人の部        内田 真紀 
団体の部        九二和Ｂ 
三十二式太極剣      

個人の部        吉田 智子 
団体の部        九二和Ａ 

 
 

市 民 剣 道 大 会 

基本の部        早田 直虎 
小学生低学年の部    原  朱李 
小学４年の部      竹島 繁輝 
小学５年の部      橋本  淳 
小学６年の部      原  賢吾 
中学男子の部      石川 達也 
中学女子の部      土田 理桜 
高校男子の部      関根 健悟 
高校女子の部      石井彩弥佳 
一般男子        松村 将大 
一般女子          － 
団体戦 

小学生         深西剣友会Ａ 
中学生男子       岡部中学校Ａ 
中学生女子       南中学校Ａ 
高校生男子       深谷商業高校 
高校生女子        深谷商業高校Ｂ 
 

市 民 柔 道 大 会 

幼年の部        福島 唯良 
小学１年の部      福島 浩輝 
小学２年の部      山口 康汰 
小学３年男子の部    佐藤 朝輝 
小学３・４年女子の部  高橋 珠里 
小学４年男子の部    田尻 大空 
小学５年男子の部    伊藤 樹力 
小学５年女子の部    井田 朱音 
小学６年男子の部    角田 澪旺 
小学６年女子の部    田嶋 由佳 
中学１年女子軽量の部  荒木 樹羅 
中学１年女子中量の部  高橋  唯 
中学１年男子軽量の部  澁沢  純 
中学１年男子軽中量の部 湯浅 和真 
中学１年男子中量の部  吉田 優斗 
中学１年男子重量の部  高田 康弘 
中学２年女子の部    佐野佳緒里 
中学２年男子軽量の部  角田 泰気 
中学２年男子中量の部  田嶋 秀嘉 
中学２年男子重量の部  川島諒太郎 
中学３年女子軽量の部  富田 彩夏 
中学３年女子中量の部  杉田亜佑美 
中学３年男子軽量の部  新井 雅彦 
中学３年男子中量の部  新井 達也 
中学３年男子重量の部  野村宗一郎 
高校一般無段者の部   西   亮 
高校一般有段者女子の部 中島沙友里 
高校一般有段者男子の部 斉藤  翔 
中学団体男子      深谷中学校 
中学団体女子      深谷南中学校 

 

市 民 卓 球 大 会 

 シングルス 

 中学生男子       伊藤 正博 
 中学生女子       新井 美佑 
 高校生男子       神田 光希 
 一般男子        野口 憲一 
一般女子        松澤 祐子 
シニア男子       伊藤 雄司 
グランドシニア     平山 雅康 
ママ          尾崎富美子 
ダブルス 

男子    山中 優介・八木 芳憲 
女子Ａ   松澤 祐子・根岸富士見 
女子Ｂ   尾崎富美子・阿弓 宏子 

 

市 民 野 球 大 会 

 一般１部     ジャンキース 
 一般２部     ウィンズ 
 一般３部     チェリーボーイズ 
 生涯野球の部   上柴生涯野球クラブ 
 

市 民 弓 道 大 会 

高校男子の部      小牧 有生  
高校女子の部      宮腰さやか 
一般男子の部      清水  勉 
一般女子の部      川久保真弓 
 

市 民 ク ラ イ ミ ン グ 大 会 

少年少女        八須 俊彦 
成年女子        柳   葵 
成年男子        青木 崇通 
シニア男子       大島  勲 

 

市 民 サ ッ カ ー 祭 

 小学４年生       ＨＦＣスポ少 
 小学５年生       上柴西スポ少 
 小学６年生       上柴西スポ少 
 中学１年生  寄居中・花園中、上柴中 
 中学２年生       上柴中 
 高校生         成徳深谷高校 
 一般の部        パパイヤＦＣ 
 壮年の部   深谷ＳＦＣフェニックス 
 フットサル(第 11 回)   ふっとびーず 
 フットサル(第 12 回)  ＧＡＴＩＴＯＳ 

 

 



市 民 少 林 寺 拳 法 大 会 

 形 

 小学生７級以下     猪野 晃汰 
 小学生４～６級     大川原 潤 
 小中学生１～３級       仁科  翔 
 小中学生有段者     伊藤 佑馬 
 女子級拳士       高久保杏実 
 女子有段者       山田 晃子 
 一般級拳士       伊藤 駿汰 
 一般有段者       田実 裕将 
 組演武 

 小学生７級以下  山形紗希/山形紗奈 
 小学生４～６級  吉田龍生/大川原潤 
 小中学生１～３級   奈良大希/奈良望美 
 小中学生有段者  小島将輝/伊藤佑馬 
 女子級拳士     高久保杏実/金子実樹 
 女子有段者    中谷朱里/原望愛見 
 男子マスターズ   大小原勝利/小暮紘一郎 
 一般級拳士     後藤拓也/荒川将太郎 
 一般有段者     横田昌信/川田美紗 

団体 

少年団体 神川スポーツ少年団Ａチーム 
 

市 民 ソ フ ト テ ニ ス 大 会 

男子１部  菊池 清彦・福山 貴男 
男子２部  清水 正悟・木内 孝之 
 

市 民 ゴ ル フ 大 会 

 団体の部        岡部Ｆ 
 個人総合の部      竹垣 幸子 
 個人女子の部      竹垣 幸子 
 男子グロス       浅田かれら 
 女子グロス       竹垣 幸子 
 

市 民 ソ フ ト ボ ー ル 大 会 

 一般男子２部     花園ファイターズ 
 一般男子３部     東南クラブ 
 壮年         矢内設備 
 ジュニア       花園女子 
 

市民ソフトバレーボール大会 

 一般の部        たまごＡ 
 レディースの部     Ｌeek’s 
 シニアの部       鴨ネギセブン 
 
 
 

市民ラグビーフットボール大会 

 中学生１年生       深谷・深谷南 
 中学生２年生       深谷南 
 

市民クロスカントリー大会 

 小学５・６年生【女子】 小野 胡桃 
 小学５・６年生【男子】 水野 峻哉 
 中学生【女子】     中島  侃 
 中学生【男子】     今井 優作 
 一般・高校【女子】   安藤かおり 
 高校【男子】      福地 光樹 
 一般          中村 幸彦 
 

市 民 ボ ウ リ ン グ 大 会 

 個人総合        石川 喜一 
 ユース         菅原 光久 
 ミドル         長澤 英雄 
 シニア         青木 雅子 
 マスターズ       小島 静馬 
 女子          青木 雅子 
 

市 民 ス キ ー 大 会 

 大回転の部 

 一般男子Ａの部     安斉 国洋 
 一般男子Ｂの部     阿部 敏弘 
 マスターズ       伊堂 則夫 
 一般女子の部      清水 裕美 
 ジュニアの部      中野 頌子 
 回転の部 

 一般男子Ａの部     安斉 国洋 
 一般男子Ｂの部     阿部 敏弘 
 マスターズ       伊堂 則夫 
 一般女子の部      清水 裕美 
 ジュニアの部      中野 頌子 
 総合          安斉 国洋 
  

市民バスケットボール大会 

 小学生男子       岡部ミニバス 
 小学生女子       深西ミニバス 
 中学生男子       幡羅中学校 
 中学生女子       幡羅中学校 
 高校・一般男子     Ｄ.Ｍ.Ｇ 
 
 
 
 
 
 

市 民 バ ド ミ ン ト ン 大 会 

 団体戦 

 男子１部   フォーティーフォー 
 男子２部   星河バドミントンクラブ 
 男子３部   パワーヒッターズＡ 
 女子１部   マスタッチ 
 女子２部   ファルコ 
 女子３部   豊里中 
 個人戦(ダブルス) 

 男子１部   田島 崇晴・阿久津博将 
 男子２部   伊藤 直美・井上  徹 
 男子３部   山口 敏則・清田 英昭 
 女子１部   宮本 佳織・村岡 沙紀 
 女子２部   栗林 美穂・小山恵理華 
 女子３部   櫻井 絵里・田中帆乃佳 
 中学生【女子】小山 菜摘・青木 采那 
 

市 民 テ ニ ス 大 会 

 シングルス 

 男子Ａ         松本 啓亮 
 男子Ｂ         塚越 達男 
 男子Ｃ         栗田  卓 
 男子ベテラン      井上 憲紀 
 女子Ａ         柴田真紀子 
 女子Ｂ         落合とみ子 
 女子Ｃ         岩崎 睦美 

ダブルス 

 男子Ａ   片岡 良介・澁澤 俊介 
 男子Ｂ   田島 和夫・田辺 真吾 
 男子ﾍﾞﾃﾗﾝ  斉藤  章・青木 正巳 
 女子Ａ   原 千鶴子・荻野 善子 
 女子Ｂ   持田 秀子・佐向 照子 
 

市 民 バ レ ー ボ ー ル 大 会  

中学生男子       上柴中学校 
中学生女子       南中学校 
一般男子９人制     たまご 
一般女子９人制     Ｎａｌｕ 
家庭婦人Ａ       小結 
家庭婦人Ｂ       ファニークラブ 
家庭婦人Ｃ       ＭＩＬＬＹ 
家庭婦人Ｄ       ホワイトベア 
シニア         マーブル 

 
 
 
 
 
 



市 民 水 泳 大 会 

 男子の部 

自由形２５ｍ 

小１～２年 贄田 圭吾 

小３～４年 齋藤 翔真 

小５～６年 金井 勇樹 

中学生 酒井  護 

２０歳代 高橋  悟 

３０歳代 落合  充 

４０歳代 栗原 裕光 

５０歳代 越前 哲郎 

７０歳代 鈴木 栄次 

自由形５０ｍ 

小１～２年 贄田 圭吾 

小３～４年 田中 元基 

小５～６年 小島 颯平 

中学生 亀山 壮吾 

２０歳代 西坂 成亮 

３０歳代 落合  充 

自由形１００Ｍ 

小５～６年 矢田 翔吾 

３０歳代 大野 雄介 

背泳２５ｍ 

小１～２年 宇田 桐真 

小３～４年 木星 渓太 

２０歳代 川田健太郎 

３０歳代 木村 貴弘 

７０歳代 鈴木 栄次 

背泳５０ｍ 

小１～２年 新井 祥晟 

小３～４年 高山 侑也 

小５～６年 矢田 翔吾 

４０歳代 矢部  信 

背泳１００ｍ 

小３～４年 岩城  匠 

小５～６年 高波 航太 

平泳ぎ２５ｍ 

小１～２年 大國 慎司 

小３～４年 内山 優弥 

中学生 小和瀬大貴 

２０歳代 高橋  悟 

３０歳代 伝馬 寛一 

平泳ぎ５０ｍ 

小１～２年 福島 航太 

小３～４年 岩城  匠 

小５～６年 金井 勇樹 

中学生 桜井 幹太 

３０歳代 広田 勝裕 

４０歳代 栗原 裕光 

６０歳代 矢嶋  進 

平泳ぎ１００ｍ 

小３～４年 大國 崇人 

小５～６年 小泉 洸太 

中学生 戸澤 潤也 

バタフライ２５ｍ 

小１～２年 福島 浩輝 

小３～４年 岡本 卓真 

３０歳代 佐々木裕允 

５０歳代 関根 律雄 

６０歳代 中原 澄生 

バタフライ５０ｍ 

小１～２年 樽角  碧 

小３～４年 森 二千翔 

小５～６年 小島 颯平 

中学生 亀山 壮吾 

２０歳代 金田 克哉 

バタフライ１００ｍ 

小５～６年 兵藤 律希 

個人メドレー１００ｍ 

小１～２年 小林 千祥 

小３～４年 森 二千翔 

小５～６年 保泉 有哉 

中学生 小和瀬大貴 

２０歳代 川田健太郎 

個人メドレー２００ｍ 

小１～２年 新井 晶琉 

小３～４年 戸澤 諄也 

小５～６年 栗原  誠 

中学生 戸澤 潤也 

４０歳代 矢部  信 

女子の部 

自由形２５ｍ 

小１～２年 井上 由梨 

小３～４年 梅澤 里歩 

中学生 福島 花奈 

自由形５０ｍ 

小１～２年 岩城 玲那 

小３～４年 石川 美穂 

小５～６年 清水 美希 

中学生 福島  樹 

自由形１００ｍ 

小５～６年 北 佳来子 

中学生 富井 千陽 

６０歳代 奥田富美子 

８０歳代 新井 典子 

背泳２５ｍ 

小１～２年 大越 実結 

小３～４年 舟橋 祐美 

中学生 北 実以子 

３０歳代 橋本 洋子 

８０歳代 新井 典子 

背泳５０ｍ 

小１～２年 矢部 祐 

小３～４年 舟橋 祐美 

小５～６年 小林 美玖 

中学生 梶野 美優 

背泳１００ｍ 

小３～４年 佐々木綾子 

小５～６年 小林 美玖 

中学生 梶野 美優 

平泳ぎ２５ｍ 

小１～２年 井上 由梨 

小３～４年 高橋 美結 

小５～６年 西沢 ゆき 

中学生 富井 遥子 

平泳ぎ５０ｍ 

小１～２年 遠藤 菜桜 

小３～４年 曽根原 葵 

小５～６年 高橋 花帆 

中学生 新井 由美 

平泳ぎ１００ｍ 

小３～４年 石川 美穂 

小５～６年 高橋 花帆 

中学生 富井 遥子 

バタフライ２５ｍ 

小１～２年 町田 雛花 

小３～４年 須藤 美月 

小５～６年 中野 実歩 

中学生 福島   夢 

３０歳代 橋本 洋子 

バタフライ５０ｍ 

小１～２年 長谷川琴菜 

小３～４年 西澤 佳奈 

小５～６年 柴田 胡桃 

中学生 石川ひかり 

バタフライ１００ｍ 

小５～６年 野沢 百花 

中学生 荒木 郁実 

個人メドレー１００ｍ 

小１～２年 長谷川琴菜 

小３～４年 桑原  鈴 

小５～６年 中野 実歩 

中学生 富井 千陽 

個人メドレー２００ｍ 

小１～２年 岩城 玲那 

小３～４年 吉野 朱莉 

小５～６年 野沢 百花 

中学生 安藤 奈海 

 


