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さいたま市立 岸 中学校 深津 啓一郎 山中　望夕
さいたま市立 常盤 中学校 伊藤　　駿 曽木　萌花
さいたま市立 木崎 中学校 加賀江  巧 山倉　大路
さいたま市立 原山 中学校 平石　陸人 小野　史織
さいたま市立 本太 中学校 木村　康聖 大森　鈴音
さいたま市立 東浦和 中学校 高山　晃輔 鈴木　さやか
さいたま市立 南浦和 中学校 鈴木　流輝 稲邊 ジュリアナマリス
さいたま市立 白幡 中学校 石井　遥大 村賀　　遥
さいたま市立 大原 中学校 渡邊 崚太郎 村越　　京
さいたま市立 土合 中学校 小山　拓海 金丸 茉奈香
さいたま市立 大久保 中学校 神田　　尽 林　　幸和
さいたま市立 大谷場 中学校 川越　悠星 奥野　美佳
さいたま市立 美園 中学校 清水　敬太 清水　美有
さいたま市立 大谷口 中学校 長渕　光世 大野　由藍
さいたま市立 田島 中学校 野口　永遠 草野　　晴
さいたま市立 三室 中学校 福島　舜介 増田　陽香
さいたま市立 上大久保 中学校 髙梨　蒼菜 伊藤　莉子
さいたま市立 内谷 中学校 出田 丈太郎 羽尻 帆乃加
さいたま市立 尾間木 中学校 川邉　映月 山岸　ゆい
さいたま市立 浦和 中学校 尾原 佑之介 南部　紗希
さいたま市立 与野東 中学校 宇畑　直斗 椙山　恵衣
さいたま市立 与野西 中学校 新井　修太 角田　楓佳
さいたま市立 与野南 中学校 杉山　悠輔 𠮷森　結香
さいたま市立 八王子 中学校 矢板　　遼 森川　彩夏
さいたま市立 大宮東 中学校 濱田　　舜 猪股　佑衣
さいたま市立 大宮南 中学校 三好　貫太 柳尾　夏鈴
さいたま市立 大宮北 中学校 山川　　開 祖川 真里奈
さいたま市立 桜木 中学校 盛　　将太 西田　礼菜
さいたま市立 三橋 中学校 溝部　亨治 大坂　百嶺
さいたま市立 大成 中学校 岡元　大知 佐野　綾香
さいたま市立 日進 中学校 三浦　一真 打木　茉緒
さいたま市立 宮原 中学校 小山 真太郎 桜井　彩萌
さいたま市立 植竹 中学校 髙田　淳貴 金島　彩花
さいたま市立 大砂土 中学校 小林 威由樹 藤井 菜々子
さいたま市立 指扇 中学校 三浦　心暖 相原 日々希
さいたま市立 馬宮 中学校 安藤　大心 髙垣　華杏
さいたま市立 片柳 中学校 長尾　　陸 萩原　　凜
さいたま市立 春里 中学校 田中　寛人 田口　佳歩
さいたま市立 大宮西 中学校 栗原　　駿 齋藤　心夢
さいたま市立 七里 中学校 菅原　皓太 石井 梨々花
さいたま市立 泰平 中学校 山田　篤志 佐藤　由唯
さいたま市立 宮前 中学校 梅岡　大輝 田森　胡桃
さいたま市立 植水 中学校 羽賀　慎也 八重樫  萌
さいたま市立 大谷 中学校 立沢　太郎 内田　実咲
さいたま市立 第二東 中学校 堀内　陽太 高橋　由羽
さいたま市立 土屋 中学校 磯部　　結 稲荷山　空
さいたま市立 大宮八幡 中学校 常田 耕平 瀬上　夏生
さいたま市立 土呂 中学校 北島　　怜 細田 恵美里
さいたま市立 春野 中学校 髙松　祐麻
さいたま市立 岩槻 中学校 齊藤　洸佑 田中　千尋
さいたま市立 川通 中学校 森　　悠成 牧内　綺里
さいたま市立 城南 中学校 町田　　樹 鈴木　彩乃
さいたま市立 慈恩寺 中学校 國分　星那 亀田　優花
さいたま市立 城北 中学校 佐藤　　渉 小杉　友美
さいたま市立 桜山 中学校 齋藤　海輝 濃野　　愛
さいたま市立 柏陽 中学校 本勝　優聖 桑野　愛梨
さいたま市立 西原 中学校 島村　翼冴 井上　陽菜
さいたま市立 美園南 中学校 山出 優太郎 巽　　敏弥

川口市立 東 中学校 田中　里奈
川口市立 西 中学校 水谷　叶我 石井　桃花
川口市立 南 中学校 横田　凌久 伊藤　　楓
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川口市立 北 中学校 齋藤　翔夢 横山 きらり
川口市立 青木 中学校 有坂　匠真 小宇田 智尋
川口市立 芝 中学校 阿部　　凜 木下　陽菜
川口市立 元郷 中学校 田口　翔梧 武本　夏苗
川口市立 上青木 中学校 篠田　椋助 星　　花恋
川口市立 幸並 中学校 仲里　勇汰 小室　優花
川口市立 十二月田 中学校 阿部 　誓 赤沢 アコスアはな
川口市立 仲町 中学校 田村　海斗 柳　　玉桜
川口市立 安行 中学校 遠藤　優泰 大竹 理花子
川口市立 芝東 中学校 小瀬　堅大 大内　奏愛
川口市立 芝西 中学校 紅谷　　凱 井上　　葵
川口市立 岸川 中学校 勇内山 遥海 安藤 ほのか
川口市立 榛松 中学校 野口　純汰 芹澤　里音
川口市立 小谷場 中学校 川尻　大輔 伊藤　　菖
川口市立 神根 中学校 羽石　怜央 小山　歩夢
川口市立 領家 中学校 桐山　龍人 末永　結唯
川口市立 戸塚 中学校 石井　　蓮 山﨑 妃奈乃
川口市立 在家 中学校 澤田　悠斗 田村　咲菜
川口市立 安行東 中学校 笠神　佳伸 小椋　美結
川口市立 戸塚西 中学校 田中　琉生 小林　彩夏
川口市立 鳩ヶ谷 中学校 衛藤　柊太 福沢　春流
川口市立 八幡木 中学校 栗林　　颯 太田　舞雪
川口市立 里 中学校 中嶋　　陽 クレッグ 咲空 ルシア
鴻巣市立 鴻巣 中学校 田中　翔悟 水野　泰葉
鴻巣市立 鴻巣北 中学校 川上　柊優 宮永　純奈
鴻巣市立 鴻巣西 中学校 𠮷岡　希詩
鴻巣市立 鴻巣南 中学校 加藤　豊介 木庭　和花
鴻巣市立 赤見台 中学校 貝森　春希 岩田　珠奈
鴻巣市立 吹上 中学校 寺田　昌弘 渡辺　佳奈
鴻巣市立 吹上北 中学校 齊藤　大翔 板垣　凪紗
鴻巣市立 川里 中学校 大熊　涼雅 関根　七海
上尾市立 上尾 中学校 相馬　慶太 冨士田 圭歩
上尾市立 太平 中学校 富田　陸斗 大久保 鈴菜
上尾市立 大石 中学校 末廣　大翔 渡部　陽菜
上尾市立 原市 中学校 松永　隆弥 阿久戸 瑞希
上尾市立 上平 中学校 小川　凱也 松永　ゆめ
上尾市立 西 中学校 播　　昌樹 永井　有紀
上尾市立 東 中学校 長谷川 凌哉 安川　恭子
上尾市立 大石南 中学校 永井　楓馬 秋山　美羅
上尾市立 瓦葺 中学校 中村　元喜 大野　結生
上尾市立 南 中学校 福島　惇也 古城　理名
上尾市立 大谷 中学校 齋藤 幸之介 齋藤　瑠奈
草加市立 草加 中学校 森田　　涼 小川　陽香
草加市立 栄 中学校 小林 憲志朗 吉田　紗羅
草加市立 谷塚 中学校 山田 ネリー 佐藤　颯姫
草加市立 川柳 中学校 川島　新大
草加市立 新栄 中学校 小杉山 莉玖 田中　綺音
草加市立 瀬崎 中学校 谷田部  翔 渡邉　萌香
草加市立 花栗 中学校 福本　将平 松澤　結依
草加市立 両新田 中学校 山下　真叶 井口　　渚
草加市立 新田 中学校 遠藤　優斗
草加市立 青柳 中学校 小島　優哉 水口 萌々香
草加市立 松江 中学校 石川　廉翔 橋本　理紗
蕨市立 第一 中学校 嵯峨　海音 山本　菜奈
蕨市立 第二 中学校 本田　　司 政所　初音
蕨市立 東 中学校 松本 幸太郎 鈴木　真香

戸田市立 戸田 中学校 平岡　由充 中村　和奏
戸田市立 戸田東 中学校 佐久原 遼太 小川　真歩
戸田市立 美笹 中学校 松本　実大 伊藤　義人
戸田市立 喜沢 中学校 大野木 志樹 髙松　芽依
戸田市立 新曽 中学校 伊川　主真 里　　碧寧
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戸田市立 笹目 中学校 鈴木　健汰 西本　愛彩
朝霞市立 朝霞第一 中学校 青山　廣大 甲神　玲妃
朝霞市立 朝霞第二 中学校 鈴木　夏空 朝倉　芽生
朝霞市立 朝霞第三 中学校 土橋　公哉 冨岡　彩愛
朝霞市立 朝霞第四 中学校 丹野　啓仁 山本　千尋
朝霞市立 朝霞第五 中学校 根津　元輝 平間 結衣子
志木市立 志木 中学校 星野　泰地 德田　裕菜
志木市立 志木第二 中学校 仲村　　洸 志賀 菜々美
志木市立 宗岡 中学校 望月　大暉 大森　佑奈
志木市立 宗岡第二 中学校 渋谷　一太 米畑　　陽
和光市立 大和 中学校 津田　将希 本橋　未菜
和光市立 第二 中学校 椎木 啓二朗 佐久間 惟由
和光市立 第三 中学校 大熊　拓未   矢野　波音　
新座市立 新座 中学校 山田 愼之介
新座市立 第二 中学校 松本　大毅 松野　小梅
新座市立 第三 中学校 若狭 遼之助 西本 季亜菜
新座市立 第四 中学校 橋詰　　陽 小島　珠菜
新座市立 第五 中学校 田中　優陽 小川　都未
新座市立 第六 中学校 茂木　　巡 古井丸　涼香
桶川市立 桶川 中学校 宗行　奏太 八木　愛香
桶川市立 桶川東 中学校 新城　愛斗 仙波　音羽
桶川市立 桶川西 中学校 谷島　悠生 大口 未結花
桶川市立 加納 中学校 中嶋　蓮人 鈴木　百音
北本市立 北本 中学校 木村　直人 柳　菜々海
北本市立 東 中学校 加藤　優弥 隅内　芽衣
北本市立 西 中学校 横田　壮吾 江澤　波夏
北本市立 宮内 中学校 矢萩　凌太 青木　愛結
伊奈町立 伊奈 中学校 テイラー 開 渡部 紫緒音
伊奈町立 小針 中学校 野溝　大揮 瀧澤　陽菜
伊奈町立 南 中学校 片田　凌雅 山本　優奈
川越市立 川越第一 中学校 河野　貫太 金子　紗夕
川越市立 初雁 中学校 千田　和毅 大井　羅華
川越市立 富士見 中学校 加藤　大暉 関根　愛里
川越市立 城南 中学校 井上　心粋 野田　莉緒
川越市立 芳野 中学校 長澤　光大 荷田　愛菜
川越市立 東 中学校 持田　　隼 関　　友香
川越市立 高階 中学校
川越市立 福原 中学校 新井　海渡 井上 由衣花
川越市立 大東 中学校 望月　亮汰 三浦　千佳
川越市立 霞ヶ関 中学校 弓田　優貴 吉口　拓里
川越市立 名細 中学校 村岡　佑磨 市川　佳歩
川越市立 山田 中学校 佐々木 颯太 土屋　果穂
川越市立 寺尾 中学校 三木　孝信 神保　春希
川越市立 霞ヶ関東 中学校 古山　尚季 中島　　瞳
川越市立 鯨井 中学校 築嶋　弘晃 田村　春佳
川越市立 砂 中学校 曾根　大輝 後藤　舞桜
川越市立 野田 中学校 小澤　晴樹 熱海　美空
川越市立 南古谷 中学校
川越市立 霞ヶ関西 中学校 石井　杏莉 吉田　陽菜
川越市立 川越西 中学校 田端　優作 田島　　華
川越市立 高階西 中学校 平野　悠太 石島　美咲
川越市立 大東西 中学校 猿渡　健介 大塚　麻帆
所沢市立 所沢 中学校   寺嶋 凌太朗　 保刈 あゆみ
所沢市立 南陵 中学校 太田　美帆
所沢市立 東 中学校 藤身　壮太 下村　晴菜
所沢市立 柳瀬 中学校 河村　蒼人 新井　夏妃
所沢市立 富岡 中学校 吉田　汰楼 織田 莉佳子
所沢市立 小手指 中学校 名取　航輝 菊池 こころ
所沢市立 山口 中学校 矢島　宇恭 寺下 しおん
所沢市立 三ヶ島 中学校 佐藤　　楓 上林　莉乃
所沢市立 向陽 中学校 戸井田 藍吏 守谷 日茉里
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所沢市立 美原 中学校 室岡　竜太 小泉　穂夏
所沢市立 中央 中学校 石田　翔太 伊藤　美咲
所沢市立 狭山ヶ丘 中学校 櫻井　幹太 市原　芽衣
所沢市立 安松 中学校 平岡　　修 佐々木　彩
所沢市立 北野 中学校 川口　太誠 鈴木　実来
所沢市立 上山口 中学校 浅井　祐輝 中村　　杏
飯能市立 飯能第一 中学校 吉田　悠人 山﨑　夏実
飯能市立 南高麗 中学校 髙橋　早大
飯能市立 奥武蔵 中学校 榊原　柊二 朝日 さやか
飯能市立 原市場 中学校 佐藤　秀介 鴨下　和奏
飯能市立 飯能西 中学校 平岩 新之助 小松　采萌
飯能市立 加治 中学校 早坂　瑛斗 内沼　明穂
飯能市立 美杉台 中学校 鏡　　稜平 熊谷　美咲
飯能市立 名栗 中学校 新井　真斗
東松山市立 松山 中学校 金澤　　慧 丹野　暁翔
東松山市立 南 中学校 嵯峨　弘文 松岡　真姫
東松山市立 東 中学校 管　琉乃介 峯　　夢花
東松山市立 北 中学校 新井　心彩 星野　七虹
東松山市立 白山 中学校 星野　遥斗 髙山　康太
狭山市立 堀兼 中学校 末永　新大 犬塚　莉帆
狭山市立 西 中学校 堀口　朝陽 磯中 優里乃
狭山市立 狭山台 中学校 山賀　一生 柿沼　飛来
狭山市立 山王 中学校 岡野　翔太 安瀬　鈴華
狭山市立 入間川 中学校 髙田　遥斗 篠　かれん
狭山市立 柏原 中学校 関根　優翔 坂本　汐音
狭山市立 中央 中学校 古殿　圭汰 飯嶋　夕奈
狭山市立 入間野 中学校 岡田　泰明 中野　成望
入間市立 豊岡 中学校 吉永　葉月 菊地　風香
入間市立 金子 中学校 長澤　伸幸 佐藤　拓美
入間市立 武蔵 中学校 中村　剛士 佐藤　千生
入間市立 藤沢 中学校 永瀬　大己 関谷　橙子
入間市立 西武 中学校 前田　陸人 西城　綾音
入間市立 向原 中学校 杉浦　結斗 阿部　優良
入間市立 黒須 中学校 丹羽　晋平 田代　雫音
入間市立 東町 中学校 阿部 喜一朗 畑中 天空理
入間市立 野田 中学校 菅沼　和真 前田　七海
入間市立 東金子 中学校 山川　宗起 武井　琴花
入間市立 上藤沢 中学校 山田　健聖 岡野 陽茉莉
富士見市立 富士見台 中学校 池田　幸将 五十里 碧衣
富士見市立 本郷 中学校 廣岡　　全 江口　碧華
富士見市立 東 中学校 本庄　継児 髙橋 紗也香
富士見市立 西 中学校 原田　翔宇 石原　陽菜
富士見市立 勝瀬 中学校 藤村　泰成 磯辺　彩華
富士見市立 水谷 中学校 菊田　脩真 飯泉　沙彩
坂戸市立 坂戸 中学校 金子　雪翔 阿部　　友
坂戸市立 住吉 中学校 渋谷　　翔 山内　そよ
坂戸市立 若宮 中学校 酒井　陽慧 中島　優芽
坂戸市立 城山 中学校 武藤　大空 中澤　　星
坂戸市立 千代田 中学校 澤本　歩夢 和田　彩花
坂戸市立 浅羽野 中学校 種田　太一 小塚　夏花
坂戸市立 桜 中学校 杉田 幸之助 仁田 カレン
鶴ヶ島市立 鶴ヶ島 中学校 竹島　祐人 西村　小夏
鶴ヶ島市立 藤 中学校 大室　杏夢 滝田 あゆみ
鶴ヶ島市立 富士見 中学校 黛　直汰朗 岩﨑　千紘
鶴ヶ島市立 西 中学校 荒関　　龍 萩原　実夢
鶴ヶ島市立 南 中学校 下山　翔吾 宮崎　心奈
日高市立 高麗 中学校 和田　　一 藤野　咲和子
日高市立 高麗川 中学校 竹野谷 悠作 加賀美 詩乃
日高市立 高萩 中学校 山田　琉冬 細川 みらい
日高市立 高根 中学校 天野　心温 村上　未桜
日高市立 高萩北 中学校 佐藤　　鈴
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日高市立 武蔵台 中学校 柊原　　慶 石田　来璃

ふじみ野市立 福岡 中学校 安藤　大悟 小野　栞奈
ふじみ野市立 葦原 中学校 青山　知睦 山本　沙來
ふじみ野市立 花の木 中学校 石井　直樹 前田　奈那
ふじみ野市立 大井 中学校 菅原　潤哉 岩崎 七奈子
ふじみ野市立 大井西 中学校 倭　　祐茉 中尾　朱矢
ふじみ野市立 大井東 中学校 樅山　元紀 上澤　由杏

三芳町立 三芳 中学校 新屋敷 悠平 石川　希織
三芳町立 三芳東 中学校 塩味　奏来 並木　　華
三芳町立 藤久保 中学校 市川　海青 大月　琴未
毛呂山町立 毛呂山 中学校 大野　健斗 西島　瑞姫
毛呂山町立 川角 中学校 本多　亮太 石井 れいな
越生町立 越生 中学校 増尾　拓真 山副　杏和
滑川町立 滑川 中学校 佐藤　佑樹 石井　伶奈
嵐山町立 菅谷 中学校 西　　渉馬 岡野　実瑠
嵐山町立 玉ノ岡 中学校 新井　佳斗 丹治 希ノ花
小川町立 東 中学校 久保田 琉月 千崎　樹里
小川町立 西 中学校 石渡　千晶 山﨑 ほのか
小川町立 欅台 中学校 笠原　裕太
川島町立 川島 中学校
川島町立 西 中学校 中里　　翔 西塚　凛可
吉見町立 吉見 中学校 上田　　光 佐藤　未来
鳩山町立 鳩山 中学校

ときがわ町立 都幾川 中学校 山木　勝太 吉田 実衣花
ときがわ町立 玉川 中学校 杉山　律生 武山　美優
東秩父村立 東秩父 中学校 上杉　颯希 宮崎　愛果
熊谷市立 荒川 中学校 森　孝太郎 榎本　理乃
熊谷市立 三尻 中学校 藤田　裕貴 小野寺　彩
熊谷市立 奈良 中学校 小島　颯月 小林　明里
熊谷市立 大幡 中学校 木村　隆晟 東　　咲花
熊谷市立 妻沼東 中学校 横田　康介 岡　　美里
熊谷市立 妻沼西 中学校 星野　旅人 金子　志帆
熊谷市立 大里 中学校 西岡　昇己 江森　沙菜
熊谷市立 江南 中学校 河邉　奏楽 野部　七海
熊谷市立 富士見 中学校 髙橋　歩夢 北山 愛優美
熊谷市立 大原 中学校 皆川 慎太郎 反町 美羽菜
熊谷市立 熊谷東 中学校 大久保  塁 瀬尾　結衣
熊谷市立 玉井 中学校 真下　雄汰 富樫　菜々
熊谷市立 大麻生 中学校 水谷　真人 飛田　未來
熊谷市立 中条 中学校 金丸　健司 菅谷　心晴
熊谷市立 吉岡 中学校 後藤田 陸 林　　亜美
熊谷市立 別府 中学校 藤田　　望 髙橋　美咲
秩父市立 秩父第一 中学校
秩父市立 秩父第二 中学校 板倉　弘瑛 鯨井　晴菜
秩父市立 尾田蒔 中学校 上林　大晟 三砂　安里
秩父市立 高篠 中学校 町田　　望 𠮷岡　七海
秩父市立 大田 中学校 冨田　雄大 伊古田美琴
秩父市立 影森 中学校 佐々島 忠佳 菅沼　菜那
秩父市立 荒川 中学校 太幡　　凱 小林　春香
秩父市立 吉田 中学校
本庄市立 本庄東 中学校 森田　皐介 中村　菜摘
本庄市立 本庄西 中学校 小暮　隼也 浅見　美咲
本庄市立 本庄南 中学校 原田　真聡 髙橋　美海
本庄市立 児玉 中学校 関口　隆晟 根岸　愛実
深谷市立 明戸 中学校 根岸　良輔 山田　晴楽
深谷市立 川本 中学校 髙橋　朝陽 瀧ノ上 日向子
深谷市立 幡羅 中学校 進藤　大翔 米山　実鈴
深谷市立 深谷 中学校 滝澤　奈津 井上　咲菜
深谷市立 藤沢 中学校       三冨　　透　　　 森岡　侑杏
深谷市立 豊里 中学校 髙𣘺　初音 髙田　天音
深谷市立 南 中学校 阿部 晴之介 森　　梓朝
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深谷市立 上柴 中学校 富田　峻平 大原　杏菜
深谷市立 岡部 中学校 吉岡　奨生 久保　七海
深谷市立 花園 中学校 桑名　　輝 笠原　彩冴
横瀬町立 横瀬 中学校 岸岡　　翼 平沼 世理奈
皆野町立 皆野 中学校 鈴木　山斗 山田　彩名
長瀞町立 長瀞 中学校 関口　　泉 加藤　琉花
小鹿野町立 小鹿野 中学校 本間　慈雨 中里　咲来
美里町立 美里 中学校 篠﨑　拓哉 下田 菜乃葉
神川町立 神川 中学校 大畠　絢翔 北嶋　愛澄
上里町立 上里 中学校 田邊　尚人 島田　夢奈
上里町立 上里北 中学校 中澤　裕太 杉本　夏菜
寄居町立 寄居 中学校 大久保　怜 鈴木　　凛
寄居町立 城南 中学校 神谷　咲希 田中　　雅
寄居町立 男衾 中学校
行田市立 忍 中学校 橋本　匠海 横田　真央
行田市立 行田 中学校 田口　倖平 越　もえ香
行田市立 長野 中学校 関根　悠里
行田市立 見沼 中学校 髙沢　夏実 松村　侑凜
行田市立 埼玉 中学校 市澤　美輝
行田市立 太田 中学校 松本　直弥 林　奈々葉
行田市立 西 中学校 長谷川 遥紀 澤田　歩美
行田市立 南河原 中学校 林　　達也
加須市立 昭和 中学校 工藤　晴斗 石岡　華実
加須市立 加須西 中学校 平川　朝陽 小熊　優花
加須市立 加須東 中学校 江森　柊哉 齋藤　苺香
加須市立 加須北 中学校 田村　　創 糸井　稀美
加須市立 加須平成 中学校 深谷　亮平 鈴木 ひな乃
加須市立 騎西 中学校 酒巻　輝希 堀越　菜生
加須市立 北川辺 中学校 田口 祐一朗 髙橋　彩菜
加須市立 大利根 中学校 沼澤　拓未 針ヶ谷 俊介
春日部市立 春日部 中学校 花崎　叶和 林　　実由
春日部市立 大増 中学校 福元　一輝 角野　優莉
春日部市立 江戸川 中学校 新井　颯真 鈴木 くるみ
春日部市立 葛飾 中学校 野口　拓夢 安倍　颯汰
春日部市立 飯沼 中学校 宮崎　　遥 早船 佐和子
春日部市立 東 中学校 磯貝　玲隆 成田　海莉
春日部市立 豊春 中学校 酒本　聖凪 新谷　彩羽
春日部市立 武里 中学校 渡辺　凱斗 仲西　梨花
春日部市立 谷原 中学校
春日部市立 大沼 中学校 清　真那斗 笠井　佳蓮
春日部市立 豊野 中学校 岸本　拓也 川鍋 花奈乃
春日部市立 春日部南 中学校 堀井　健一 谷山　茉実
春日部市立 緑 中学校 島村　星成 石井　汰樹
羽生市立 西 中学校 小林　卓人 大條　真子
羽生市立 南 中学校 萩原　一帆 新井　奏美
羽生市立 東 中学校 栗本 慎之介 小島　　梓
越谷市立 中央 中学校 𠮷澤　改都 谷　明日里
越谷市立 平方 中学校 荒木　裕翔 安田　楽潤
越谷市立 武蔵野 中学校 瀬下　開斗 高橋　茉代
越谷市立 大袋 中学校 益井　晴輝 中川　夏実
越谷市立 新栄 中学校 安斎　　巧 浦　　真琴
越谷市立 大相模 中学校 齋藤　洋大 楡原　愛莉
越谷市立 千間台 中学校 生田　　空 谷田貝 日南
越谷市立 東 中学校 山﨑　陸斗 工藤　綾乃
越谷市立 西 中学校 須貝　太一 西村　真美
越谷市立 南 中学校 長田　武蔵 石島 未奈美
越谷市立 北 中学校 荘司　優良 稲毛　美優
越谷市立 富士 中学校 吉田　鳳弦 原田 百合亜
越谷市立 北陽 中学校 渡部　真弓 松本　　彩
越谷市立 栄進 中学校 上木　蒼太 小池　唯子
越谷市立 光陽 中学校 関根　悠人 北村　はる
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久喜市立 久喜 中学校 新井　健斗 横木 亜由美
久喜市立 鷲宮東 中学校 鈴木　滉晴 廣瀬　　碧
久喜市立 鷲宮西 中学校 髙橋 隆之介 島田　夏実
久喜市立 久喜南 中学校 飯田　恭平 内田 ひなの
久喜市立 久喜東 中学校 西井戸　快 浅海 ももか
久喜市立 太東 中学校 佐藤　亮太 小林　実々
久喜市立 菖蒲 中学校 武藤　圭祐 新井　里望
久喜市立 菖蒲南 中学校 篠崎　吏希 内田 ゆりか
久喜市立 栗橋東 中学校 吉田　悠真 金子 みどり
久喜市立 栗橋西 中学校 本荘　拓真 小林　穂双
久喜市立 鷲宮 中学校 長島　秀哉 相澤　千晴
八潮市立 八潮 中学校 三角　優斗 小原　奈々
八潮市立 大原 中学校 芦浦　一颯 岸　　楓
八潮市立 八條 中学校 井上 爽太郎 徳竹　栞那
八潮市立 八幡 中学校 倉田　恒輝 小暮　美涼
八潮市立 潮止 中学校 小倉　直翔 佐藤　　凪
三郷市立 南 中学校 大山　闘輝 坂﨑　空美
三郷市立 北 中学校 井上　巧登 櫻井 ありさ
三郷市立 栄 中学校 宮田　慎吾 黒木　真衣
三郷市立 彦成 中学校 木下　　優 利田 そらの
三郷市立 彦糸 中学校 南波　将人 柴崎　　結
三郷市立 前川 中学校 水野　雄太 小林　　蘭
三郷市立 早稲田 中学校 寺村　啓志 神谷　茉那
三郷市立 瑞穂 中学校 池田　夢叶 山﨑 みのり
蓮田市立 蓮田 中学校 新井　　航 本田 愛香音
蓮田市立 平野 中学校 小山　翔也 齋藤 ゆいの
蓮田市立 黒浜 中学校 安藤　颯汰 濱島　彩音
蓮田市立 蓮田南 中学校 眞継　愛里 橋本 めぐめ
蓮田市立 黒浜西 中学校 島尾　拓弥 古俣　　桜
幸手市立 幸手 中学校 大橋　　廉 小嶋　はる
幸手市立 東 中学校 横塚　　昴 佐藤　小桜
幸手市立 西 中学校 百瀬　　空 比嘉　リサ
吉川市立 東 中学校 服部　太樹 新井 みゆき
吉川市立 南 中学校 板橋　佑季 髙橋 ダルネオン
吉川市立 中央 中学校 出口　　輝 林原　茉央
白岡市立 篠津 中学校 堺澤　舞香
白岡市立 菁莪 中学校 柿沼　　命 藤井　栞那
白岡市立 南 中学校 榎本　実祐 佐藤　彩乃
白岡市立 白岡 中学校 山﨑　陽向 後藤　優希
宮代町立 須賀 中学校 奥野 莉玖翔 道野畑 瑠依華
宮代町立 百間 中学校 小野寺 隆太 小熊　香穂
宮代町立 前原 中学校 町田　琉星 関根　春佳
杉戸町立 杉戸 中学校 山田　翔太 佐野　杏梨
杉戸町立 東 中学校 五十嵐 悠也 中山　沙季
杉戸町立 広島 中学校 田中　澪月
松伏町立 松伏 中学校 竹内　斗哉 菅野　　雅
松伏町立 松伏第二 中学校 佐藤 海空斗 落合 由凜菜

中学校 小谷　旺嗣 中島 真理子
中学校 武末　直弥 大久保　咲
中学校 中原　　陽 岡元　　葵
中学校 宇佐見 花恋
中学校 佐々木 花菜
中学校 人見　祥子
中学校 小出　青空 原　　和奏
中学校 粂田　和樹 中根 明日香
中学校 髙須 凜太郎 斎藤　　凜
中学校 宮島　吏功 水野　仁美
中学校 金澤　良真 金澤　里佳
中学校 鳥山　美紀
中学校 堀越　敬太城西川越

春日部共栄
埼玉栄
栄東

大妻嵐山

埼玉大学教育学部附属

狭山ヶ丘高等学校附属
秀明

淑徳与野

伊奈学園
浦和実業学園

大宮開成
開智未来
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中学校 岩田　壮史 永塚　光姫
中学校 葛岡　隼人
中学校 嘉部　　恋 塩野　由奈
中学校 喜々津 虎太朗 柴山　結陽
中学校 森　　英作 辻　　海咲
中学校 川上　真羽 斉藤　理彩
中学校 坂井　義尚
中学校 要害　鳳誠 渡邉　天音
中学校 金子　　永
中学校 上條　琉聖
中学校 鈴木　健斗 猿山　莉那

昌平
城北埼玉

西武学園文理

東京成徳大学深谷
本庄第一

西武台新座
聖望学園

東京農業大学第三高等学校附属

獨協埼玉
星野学園
立教新座


