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筑波大学附属坂戸 高等学校 松本　洋輝 高野　美夏子

埼玉大学附属 特別支援学校 仲田　智紀

上　尾 高等学校 赤石　竜我 古城　美唯

上尾鷹の台 高等学校 林田　陸玖 金田　桃奈

上尾橘 高等学校   安田　大智　 三角　莉子

上尾南 高等学校 吉田　圭吾 菅原　真菜

朝　霞 高等学校 金子　隼大 竹本　美穂

朝霞西 高等学校 近野　飛暁 舟橋　真白

いずみ 高等学校 岡﨑　明来 田端　稜子

伊奈学園総合 高等学校 長尾　行浩 山本　果歩

入間向陽 高等学校 梶井　鈴音 石井　 和

岩　槻 高等学校 白井　宗雅 山嵜　真由

岩槻商業 高等学校 関根　雄斗 中山　  唯

岩槻北陵 高等学校 猪熊　琉河 陽田　優菜

浦和北 高等学校 園田　大智

浦和工業 高等学校 森　  雄太 宮田　 駿

浦和商業 高等学校 大髙　拓海 溝口　心華

浦和西 高等学校 赤羽　優希 芳地　 薫

浦和東 高等学校 茂木　裕磨 瀧澤　由佳

大　宮 高等学校 三上　昇悟 菅間　あさ希

大宮工業 高等学校 喜多幡 偉吹 濱野　妃菜

大宮光陵 高等学校 石黒　健斗 中本　紗梨

大宮商業 高等学校 福井　悠雅 飯田　梨佳

大宮東 高等学校 堂阪　日向 峯松　甘夏

大宮南 高等学校 米沢　  匠 稲田　みのり

大宮武蔵野 高等学校 江戸　星太 大澤　芺海

小鹿野 高等学校 石田　  成 浅香　  樹

小　川 高等学校 小岸　優紀 髙川　  葵

桶　川 高等学校 齋藤　佑気 山田　ルナ

桶川西 高等学校 石川　まい 佐久間　菜奈

春日部 高等学校 新井　啓太 大内　晴貴

春日部工業 高等学校 白川　真生 髙橋　美結

春日部女子 高等学校 石倉　美宝 小林　侑加

春日部東 高等学校 海老澤　幸太 稲葉　美雨

川　口 高等学校 安西　友紀 渡邉　夏未

川口北 高等学校 濱田　  司 中川　萌々香

川口工業 高等学校 新妻　一輝

川口青陵 高等学校 鈴木　太郎 坂本　菜々

川口東 高等学校 関口　翔太 溝口　華菜子

川越工業 高等学校 太田　龍希 中川　由理
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川越総合 高等学校 落合　聖也 松原　梨美那

川越西 高等学校 中條　鷹哉 新井　  舞

川越初雁 高等学校 高岡　竜大 山本　彩夏

川越南 高等学校 伊藤　陽平 高栁　波流

北　本 高等学校 熊谷　一郎 原　  沙知

久　喜 高等学校 上野　みどり 上代　菜央

久喜工業 高等学校 加瀬　秀介 細井　直幹

久喜北陽 高等学校 黒川　日向 黒津　さやか

熊　谷 高等学校 大島　雅弥 長谷川　樹

熊谷工業 高等学校 堰見　悠吾 鷹見　  樹

熊谷商業 高等学校 林　  秀爵 石神　  菫

熊谷女子 高等学校 松本　みなみ

熊谷西 高等学校 大國　嵩人 入　 優梨佳

熊谷農業 高等学校 堀越　大樹 中村　汐音

栗橋北彩 高等学校 山﨑　拓真 枝久保　美優

鴻　巣 高等学校 大澤　右京 湯本　里咲

鴻巣女子 高等学校 筒井　菜々子

越ヶ谷 高等学校 秋葉　翔太 石川　彩来

越谷北 高等学校 木村　晃二 吉澤　凪沙

越谷総合技術 高等学校 村尾　祐樹

越谷西 高等学校 金子　拓海 𠮷村　みづき

越谷東 高等学校 舘　  旺成 伊藤　栄花

越谷南 高等学校 山﨑　皓平 末吉　夏海

児　玉 高等学校 根岸　亮太 飯嶋　彩華

児玉白楊 高等学校 今井 沙穂梨

坂　戸 高等学校 佐藤　弘汰朗 樋熊　実夢

坂戸西 高等学校 猪瀬　蒼生 鈴木　玲海

幸手桜 高等学校 植村　啓大 京谷　野愛

狭山経済 高等学校 木田　達也 橋爪　ひかり

狭山清陵 高等学校 桑名　隆雅 関　  真代

志　木 高等学校 池髙　暢希 若林　愛莉

庄　和 高等学校 櫻井　 剛 片野　湖梢

白　岡 高等学校 井上　遥葵 今井　璃音

進修館 高等学校 飯田　  煕 伊逹　  桜

杉　戸 高等学校 髙田　翔真 大塚　あみ

杉戸農業 高等学校 森田　一郎 原田　  凪

誠和福祉 高等学校 稲葉　なつ美 石森　めぐみ

草　加 高等学校 山崎 　 蓮 宮本　亜依

草加西 高等学校 塚越　  樹 古川　花苗

草加東 高等学校 鈴木　優作 石井　麻裕

草加南 高等学校 原田　翔空 三田村　綾菜

秩　父 高等学校 小田部　涼彦 原嶋　理花子

秩父農工科学 高等学校 宮内　琉太 伊古田　大翔

学校名 氏名
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鶴ヶ島清風 高等学校 宇野澤　 諄 ウガス　カロリナ

所　沢 高等学校 木南　瑠菜

所沢北 高等学校 𠮷田　伊吹 岩月　晴花

所沢商業 高等学校 菊池　優太

所沢中央 高等学校 小野　晃生 阿由葉　咲菜

所沢西 高等学校 髙橋　俊平 須藤　  緑

豊　岡 高等学校 小出　優太 大久保　空

滑川総合 高等学校 武藤　広宙 小林　華純

新　座 高等学校 平　  英雄 蓮尾　彩花

新座総合技術 高等学校 菊池　龍之介 玉林　桃果

新座柳瀬 高等学校 加増　銀冴 髙橋　琉華

蓮田松韻 高等学校 日笠山　翔 衛藤　  雅

鳩ヶ谷 高等学校 出光　未来

鳩　山 高等学校 渡邉　颯士 織田　桃嘉

羽生実業 高等学校 柿本　和希 岩﨑 紗弥香

羽生第一 高等学校 塚本　宙央 安部　光咲

飯　能 高等学校 杉山　大知 小林　かのん

飯能南 高等学校 箕輪　世海 小嶋　美由花

日　高 高等学校 小林　哲也 明石　  桃

深　谷 高等学校 森　  俊輔 松井　渓南

深谷商業 高等学校 天田　桃花 荒井　理沙

深谷第一 高等学校 滝澤　竜輝 須加　菜々海

富士見 高等学校 堀本　珠吏 小川　茉子

ふじみ野 高等学校 小堺　立也 佐藤　涼香

不動岡 高等学校 渋澤　健斗 飯田　真優子

本　庄 高等学校 増子　聖起

松　伏 高等学校 澤田　大聖 平塚　実咲

松　山 高等学校 野口　波瑠音 横山　晃大

松山女子 高等学校 北川　莉奈 風間　怜実

三　郷 高等学校 新山　二千翔 杉橋　花幸

三郷北 高等学校 仁見　  光 松原　芽生

三郷工業技術 高等学校 勝目　勇哉 中村　  薫

宮　代 高等学校 白倉　  仁 倉持　  南

妻　沼 高等学校 秋山　仁志 石川　結衣

八　潮 高等学校 島田　  澪 阿部　佑香

八潮南 高等学校 塚越　  涼 水嶋　桃子

吉川美南 高等学校 須田　  毅 大野　  彩

与　野 高等学校 白井　  拓 増田　日菜子

寄居城北 高等学校 中田　未来 江連　瑠美

和　光 高等学校 嶋村　竜明 金城　玲那

和光国際 高等学校 久保田　健介 平野　あかり

鷲　宮 高等学校 奥山　凌成 𠮷田　樹理

蕨 高等学校 山本　浩平 三輪　麗水

学校名 氏名
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朝　霞 高等学校 佐々木　太郎

浦　和 高等学校 小林　将大

春日部 高等学校 佐藤　智也 成田　ほのか

川口工業 高等学校 夛治見　ヨシオケント

川越工業 高等学校 小倉　一輝

久　喜 高等学校 増田　大樹

熊　谷 高等学校 渡邉　栄太

越ヶ谷 高等学校 瀧本　  渉 今井　春花

狭山緑陽 高等学校 真道 　 泰 五十嵐　ひより

所　沢 高等学校 ラミイル　マリアン

戸田翔陽 高等学校 岡田　麻衣

羽　生 高等学校 大鹿　竜己 新井　富美奈

吹上秋桜 高等学校 野崎　太洋 富樫　実紅

本　庄 高等学校 佐藤　大輝

上　尾 特別支援学校 井戸川　拓海 畑中　優里

上尾かしの木 特別支援学校 川井　郁也 髙橋　実来

入間わかくさ高等 特別支援学校 清水　悠斗 川島　菜摘

浦　和 特別支援学校 細井　聖浩

大宮北 特別支援学校 中村　竜己 荒井　瑠海

春日部 特別支援学校 平野　誠也

川　口 特別支援学校 草場　チャド イシイ　コダマ　ハルナ

川　越 特別支援学校 栗原　涼輔 鬼武　来留美

川島ひばりが丘 特別支援学校 鴫村　智之 三部　諒花

騎　西 特別支援学校 行田　駿斗 齊藤　  葵

行　田 特別支援学校 鈴木　  毅

久　喜 特別支援学校 近藤　柚斗 坂東　紗也花

熊　谷 特別支援学校 長島　康太 金井　莉麻

越谷西 特別支援学校 髙橋　栄作 荻野　愛彩

さいたま桜高等 学園 髙栁　哲也 吉川　麻美

草加かがやき 特別支援学校 鈴木　 葵 石山　和親

秩　父 特別支援学校 黒田　竜次 福島　 樹

所沢おおぞら 特別支援学校 山下　秀樹

蓮　田 特別支援学校 田中　冬弥 佐藤　凜々香

塙保己一 学園 佐野　優人 萩原　紀佳

羽生ふじ高等 学園 篠塚　  陸 御手洗　翼

東松山 特別支援学校 江口　太士 脇山　琴音

深谷はばたき 特別支援学校 柴﨑　  巧 稲垣　  萌

本  庄 特別支援学校 池田　隆人 須藤　明日香

三  郷 特別支援学校 小川　  匠 斎藤　絢優

宮  代 特別支援学校 久松　悠生

毛呂山 特別支援学校 玉井　颯人

和  光 特別支援学校 野末　健太

和光南 特別支援学校 江口　侑志 松村　珠央

学校名 氏名
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川口市立川口 高等学校 山本　千尋

川口市立川口 高等学校 星山　祥輝 関根　加那子

川口市立川口(旧総合) 高等学校 杉田　 諒 岡崎　日和

川口市立川口(旧県陽) 高等学校 中村　龍也 田原　すもも

川越市立川越 高等学校 太賀　龍丈 小澤　実里

さいたま市立浦和 高等学校 髙橋　  豪 岸　  千夏

さいたま市立浦和南 高等学校 鹿又　耕作 相馬　海音

さいたま市立大宮北 高等学校 鈴木　大貴 小田　歩佳

さいたま市立大宮西 高等学校 古谷　駿気 関根　杏優

川越市立 特別支援学校 三田　竜也

さいたま市立さくら草 特別支援学校 宮﨑　柚衣

さいたま市立ひまわり 特別支援学校 早坂　明慧

秋草学園 高等学校 木村　麻莉奈

浦和学院 高等学校 蛭間　拓哉 山﨑　京花

浦和実業学園 高等学校 吉田　春樹 梅田　璃奈

大妻嵐山 高等学校 福田　朋実 松岡　莉穂

大宮開成 高等学校 鶴岡　巧望

開智未来 高等学校 民谷　浩樹

春日部共栄 高等学校 田山 　 駿 原田　  葵

川越東 高等学校 川村　優太

叡　明 高等学校 辻野　竜輝 佐藤　  灯

浦和麗明 高等学校 輿石　亜佑美

埼玉栄 高等学校 中山　裕貴 小野　あゆみ

埼玉平成 高等学校 飯塚　左京 西城　二千華

栄　北 高等学校 山中　陽介 三澤　可奈

狭山ヶ丘 高等学校 南　  篤希 樋口　芽紅

秀　明 高等学校 佐賀　  淳 品川　実希

秀明英光 高等学校 小見　晴人 大河原　悠

淑徳与野 高等学校 鈴木　杏奈

城西大学附属川越 高等学校 小倉　海聖

正智深谷 高等学校 渡部　  琉 丸　 怜央奈

昌　平 高等学校 筧田　涼介 小山田　環

城北埼玉 高等学校 堀尾　泰誠

西武学園文理 高等学校 大場　仁千弥 深瀬　絵美子

西武台 高等学校 尾本　龍志朗 宮森　優羽

聖望学園 高等学校 金澤　和志 栁川　佑奈

東京成徳大学深谷 高等学校 佐藤　蒼太 堀川　愛未

東京農業大学第三 高等学校 大曽根　捷 幸田　  萌

獨協埼玉 高等学校 涌井　三蔵 長谷川　碧

花咲徳栄 高等学校 杉本　直希 大沼　歩加

氏名

学校名 氏名
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東　野 高等学校 片山　裕樹 小林　萌香

武　南 高等学校 塩﨑　正巳 小島　彩也

星　野 高等学校 石井　優夏

細田学園 高等学校 蛭田　裕二 権田　寛奈

本庄第一 高等学校 豊島　涼生 木全　彩菜

本庄東 高等学校 山田　峻輔

山村学園 高等学校 大塚　  凌 足立　理帆

山村国際 高等学校    松井 　 裕　 髙山　美輝

立教新座 高等学校 熊井　裕人

学校名 氏名


