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さいたま市立 岸 中学校 山田　直弥   水澤　百花　

さいたま市立 常盤 中学校 渡辺　  諒 橋本 　 莉

さいたま市立 木崎 中学校 稲田　健人 小菅　  凪

さいたま市立 原山 中学校 河嶌 　 恋 川村　菜々実

さいたま市立 本太 中学校 諸藤　千喬 池田　  葵

さいたま市立 東浦和 中学校 水戸　健心 美川　栞音

さいたま市立 南浦和 中学校 秋本　  翼 剣吉　真依

さいたま市立 白幡 中学校 冨田　悠介 坂口　由菜

さいたま市立 大原 中学校 椎名　史俊 小宮　早貴

さいたま市立 土合 中学校 小林　  翼 石井　樹音

さいたま市立 大久保 中学校 奥村　亮太 島田　秋桜

さいたま市立 大谷場 中学校 春日　翔悟 エドワード　永美

さいたま市立 美園 中学校 小口　陽平 川辺　球尊

さいたま市立 大谷口 中学校 中村　勇太 粟野　  桜

さいたま市立 田島 中学校 小山　隼知 藤澤　有由

さいたま市立 三室 中学校 江幡　航大 須藤　綾女

さいたま市立 上大久保 中学校 吉田　伊織 内川　桜子

さいたま市立 内谷 中学校 清水　一寿 廣渡　うらん

さいたま市立 尾間木 中学校 青木　蓮斗 遠藤　双葉

さいたま市立 浦和 中学校 加藤　  温 神奈川 凜々子

さいたま市立 与野東 中学校 渡邉　郁介 桑原　明菜

さいたま市立 与野西 中学校 米沢　尚真 木下　紗那

さいたま市立 与野南 中学校 相澤　亮太 小渕　日菜乃

さいたま市立 八王子 中学校 栄福　碧音 岡田　萌花

さいたま市立 大宮東 中学校 新田　豊世輝 平野　友香

さいたま市立 大宮南 中学校 井波　航紀 福島　羽海

さいたま市立 大宮北 中学校 大塚　康生 篠﨑　陽子

さいたま市立 桜木 中学校 髙橋 　 悠 小林　美優

さいたま市立 三橋 中学校 内田　陸斗 山崎　結子

さいたま市立 大成 中学校 村木　拓幸 菊地　皐月

さいたま市立 日進 中学校 高居　凌汰 末永　華乙

さいたま市立 宮原 中学校 星　  静流 白又　愛子

さいたま市立 植竹 中学校 安野　裕人 宗形　風花

さいたま市立 大砂土 中学校 大竹　優一郎 貝田　千鈴

さいたま市立 指扇 中学校 塚原　大雅 松原　寿里亜

さいたま市立 馬宮 中学校 神野　天音 早川　綾乃

さいたま市立 片柳 中学校 増井　康介 毛利　優奈

さいたま市立 春里 中学校 佐藤　壱樹 西部　里南

さいたま市立 大宮西 中学校 小阪　信吾 田中　美陽

さいたま市立 七里 中学校 一戸　 脩 小嶋　雪月

さいたま市立 泰平 中学校 山田　遥斗 佐藤　舞桜

さいたま市立 宮前 中学校 竜水　滉喜 梅岡　祥大

さいたま市立 植水 中学校 金内　咲人 高塚　美咲

さいたま市立 大谷 中学校 福良　慶倫 石橋　くるみ

さいたま市立 第二東 中学校 毛塚　愛斗 笹野　柚衣
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さいたま市立 土屋 中学校 髙久　侑杜 武上　紗也奈

さいたま市立 大宮八幡 中学校 福島　健斗 蟹和　優菜

さいたま市立 土呂 中学校 畑﨑　一颯 山本　愛実

さいたま市立 春野 中学校 白石　遥介 西尾　悠子

さいたま市立 岩槻 中学校 小倉　大和 古川　悠希

さいたま市立 川通 中学校 島田　優那

さいたま市立 城南 中学校 嶋田　裕太 𠮷田　千笑

さいたま市立 慈恩寺 中学校 松田　璃央 森　  七彩

さいたま市立 城北 中学校 手島　遼介 石塚　紗弥

さいたま市立 桜山 中学校 井野　文太 寺島　  萌

さいたま市立 柏陽 中学校 山口　伯斗 平野　優香

さいたま市立 西原 中学校 伊藤　有汰 森山　百合乃

川口市立 南 中学校 樋口　克海 清野　  輝

川口市立 十二月田 中学校 杉山　  遼 岡本　杏菜

川口市立 西 中学校 林　  星汰 黒田　  遥

川口市立 北 中学校 市田　  葵 土田　涼夏

川口市立 青木 中学校 高橋　藤環 庵　  結稀

川口市立 芝 中学校 溝上　俊也 西田　恵梨衣

川口市立 元郷 中学校 石川　達也 林　  樹蘭

川口市立 上青木 中学校 浜本　怜侑 丹羽　遥奈

川口市立 幸並 中学校 金元　靖治 大友　佳音

川口市立 仲町 中学校 阿保 圭輝ディヴァイン 三尾　心々美

川口市立 安行 中学校 矢﨑　斗弥 松浦　美咲

川口市立 芝東 中学校 岡田　涼斗 若林　天音

川口市立 芝西 中学校 佐々木　一瑳 大出　莉子

川口市立 岸川 中学校 鈴木マークステフェン 土屋　沙葵

川口市立 榛松 中学校 石濱　  純 田中　りな

川口市立 小谷場 中学校 岡島　瑛斗 石丸　愛海香

川口市立 神根 中学校 時岡　宏斗 佐久間　未実

川口市立 領家 中学校 大下　颯斗 池田　  愛

川口市立 戸塚 中学校 藤原　  陽 冨田　結菜

川口市立 在家 中学校 畑岡　竜玖 木村　心優

川口市立 安行東 中学校 湯沢　和史 松﨑　奈々美

川口市立 戸塚西 中学校 山田　七星 小澤　彩乃

川口市立 鳩ヶ谷 中学校 齊藤　柊時 眞部　百夏

川口市立 八幡木 中学校 市耒嵜　藍介 紫牟田　遥

川口市立 里 中学校 長谷川　虹介 那須　香澄

鴻巣市立 鴻巣 中学校 橘　  一樹 岡安　桃花

鴻巣市立 鴻巣北 中学校 宮下　洋介 田中　咲々

鴻巣市立 鴻巣西 中学校 中山　菜々美

鴻巣市立 鴻巣南 中学校 渡辺　雄斗 村山　千華

鴻巣市立 赤見台 中学校 金澤　良太 湯澤　千咲

鴻巣市立 吹上 中学校 渡辺　怜央 大竹　歩実

鴻巣市立 吹上北 中学校 本田　  陸 髙見　彩起

鴻巣市立 川里 中学校 今西　  巧 大山　美博
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上尾市立 上尾 中学校 大久保　直樹 青山　奈永

上尾市立 太平 中学校 八戸　颯詩 若月　こころ

上尾市立 大石 中学校 大坪　優希 田邊　愛生里

上尾市立 原市 中学校 河西　真吾 髙𣘺　愛彩乃

上尾市立 上平 中学校 高橋　  裕 田代　恋香

上尾市立 西 中学校 泉　  厚志 鶴田　桃子

上尾市立 東 中学校 池田　聡真 小川　結生

上尾市立 大石南 中学校 松本　耕輔 吉田　彩未

上尾市立 瓦葺 中学校 小池　耀晟 渡部　紗妃

上尾市立 南 中学校 岩﨑　康生 住𠮷　朝日香

上尾市立 大谷 中学校 星　 亮輔 長濱　柚葵

草加市立 草加 中学校 岡村　海琉 市村　珠季

草加市立 栄 中学校 若林　爽太 加藤　美春

草加市立 谷塚 中学校 青柳　和志 田中　彩織

草加市立 川柳 中学校 角田　リコ 海藤　夏姫

草加市立 新栄 中学校 荻野　海音 田中　水樹

草加市立 瀬崎 中学校 浦崎　紗菜 大沢　みなみ

草加市立 花栗 中学校 飯田　拓海 シルバ　アイコ

草加市立 両新田 中学校 主藤　拓実 平石　奈々美

草加市立 新田 中学校 庭野　直樹 雨森　海月

草加市立 青柳 中学校 中村　寧生 橋本　望由

草加市立 松江 中学校 大場　佳樹 戸張　美咲

蕨市立 第一 中学校 平田　魁生 齋藤　  碧

蕨市立 第二 中学校 金子　昇平 本澤　咲月

蕨市立 東 中学校 尾方 　 環 前原　沙也佳

戸田市立 戸田 中学校 小野　  透 竹田　真菜

戸田市立 戸田東 中学校 片山　智貴 亀川　桃瑚

戸田市立 美笹 中学校 柴田　温大 藤木　優芽

戸田市立 喜沢 中学校 佐藤　嘉紀 向井　琴和

戸田市立 新曽 中学校 遠藤　春希 山崎　ゆきの

戸田市立 笹目 中学校 高原　大輝 田中　若葉

朝霞市立 朝霞第一 中学校 山村　颯汰朗 山本　優菜

朝霞市立 朝霞第二 中学校 杉　  都真 パトリック　レナ

朝霞市立 朝霞第三 中学校 角　  来琉 新村　蒼子

朝霞市立 朝霞第四 中学校 金子　弘輝 坪山　咲智

朝霞市立 朝霞第五 中学校 伊東　優人 高村　英果

志木市立 志木 中学校 半田　周聖 松村　莉佳

志木市立 志木第二 中学校 清水　蒼太 安藤　珠希

志木市立 宗岡 中学校 上原　優樹 勝倉　ひなた

志木市立 宗岡第二 中学校 滑川　創太 味田　媛果

和光市立 大和 中学校 佐治　 光 北川　綾野

和光市立 第二 中学校 門田　琉秦 森本　里咲

和光市立 第三 中学校 狭間　翔央 田中　咲良

新座市立 新座 中学校 角田　穏紅 栁下　  瑛

新座市立 第二 中学校 土屋　太二 越川　陽菜
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新座市立 第三 中学校 齋藤 　 司 吉田　久瑠美

新座市立 第四 中学校 日名　優介 佐藤 エミリ 仁美

新座市立 第五 中学校 小末　海貴 阪上　莉奈

新座市立 第六 中学校 飯塚　一輝 清水　銘子

桶川市立 桶川 中学校 五十嵐　大悟 小瀬　こいき

桶川市立 桶川東 中学校 髙橋　宙大 ワジェロ　サラ

桶川市立 桶川西 中学校 後藤　玄周 篠塚　聖妃

桶川市立 加納 中学校 岡崎　  舜

北本市立 北本 中学校 田島　空汰 町澤　有花

北本市立 東 中学校 片山　大雅 小早瀬　桜

北本市立 西 中学校 中村　浩茉 関根　柚巴

北本市立 宮内 中学校 八柳　拓磨 中村　愛海

伊奈町立 伊奈 中学校 市川　直親 髙橋　結衣

伊奈町立 小針 中学校 伊藤　慎太郎 浦野　涼奈

伊奈町立 南 中学校 太田　成耶 齋藤　柚子

川越市立 川越第一 中学校 嶋村　  航 山口　ゆめ

川越市立 初雁 中学校 髙林　賢伸 新井　純奈

川越市立 富士見 中学校 岡野　正輝 豊田　瑞姫

川越市立 城南 中学校 栗原　康太 神山　愛梨

川越市立 芳野 中学校 嶋村　綾乃

川越市立 東 中学校 門野　大智 北原　梨子

川越市立 高階 中学校 小川　  輝 札場　美桜

川越市立 福原 中学校 本山　優人 森澤　優希

川越市立 大東 中学校 吉澤　斗真 三上　小雪

川越市立 霞ヶ関 中学校 吉野　  陸 入江　あさひ

川越市立 名細 中学校 須々木　歩 宍戸　祐里佳

川越市立 山田 中学校 神山　  陸 遠山　美涼

川越市立 寺尾 中学校 福田　凱璃 本田　彩花里

川越市立 霞ヶ関東 中学校 中村　勇翔 河野　帆風

川越市立 鯨井 中学校 續木 　 颯 小林　愛理

川越市立 砂 中学校 前田　  蓮 三浦　菜々花

川越市立 野田 中学校 飯塚　洸貴 畑﨑　彩羅

川越市立 南古谷 中学校 泉名　康介 若杉　柊花

川越市立 霞ヶ関西 中学校 佐々木　夏実

川越市立 川越西 中学校 高橋　悠仁 千島　理子

川越市立 高階西 中学校 西山　朝登 黛　 若菜

川越市立 大東西 中学校 内田　祐作 髙橋　珠音

所沢市立 所沢 中学校 荒井　駿也 神　  成美

所沢市立 南陵 中学校 藤田　大貴 野脇　菜央

所沢市立 東 中学校 三枝　一太 鈴木　真央

所沢市立 柳瀬 中学校 市川　徳之 今井　瑚雪

所沢市立 富岡 中学校 仲　  悠希 征矢　千明

所沢市立 小手指 中学校 若狭　真依

所沢市立 山口 中学校 酒野　斗我 宮永　真衣

所沢市立 三ヶ島 中学校 本多　俊太 新井　智恵
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所沢市立 向陽 中学校 舟木　はじめ 田所　春音

所沢市立 美原 中学校 安藤　李空 花岡　莉央

所沢市立 中央 中学校 望月　悠汰 杉山　きゆう

所沢市立 狭山ヶ丘 中学校 堀田　颯大 市原　美咲

所沢市立 安松 中学校 宇治野　駿介 森　  夢華

所沢市立 北野 中学校 鈴木　郁也 菊地　佳穂

所沢市立 上山口 中学校 國松　駿登 川野　咲耶

飯能市立 飯能第一 中学校 菊地　元気 小池　凜花

飯能市立 吾野 中学校 大澤　航太 桒原　花菜

飯能市立 原市場 中学校 伊藤　雄祐 大橋　茶和

飯能市立 飯能西 中学校 新井　翔也 小林　舞美

飯能市立 加治 中学校 渡邊　玲亜 山﨑　菜奈未

飯能市立 美杉台 中学校 西久保　成希 吉野　 汐音

飯能市立 名栗 中学校 町田　なつ美

東松山市立 松山 中学校 杉山　  大 太田　菜々

東松山市立 南 中学校 吉澤　明宏 松﨑　綾香

東松山市立 東 中学校 木下　遥斗 吉本　千夏

東松山市立 北 中学校 内田　琳野 新井　万央

東松山市立 白山 中学校 高谷　孟秀 西村　悠汰

狭山市立 堀兼 中学校 立花　  麗 北田　涼々香

狭山市立 西 中学校 時田　悠利 大野　陽菜

狭山市立 狭山台 中学校 多治見　陸 藤枝　由衣

狭山市立 山王 中学校 渡邉　智基 付　  弘揚

狭山市立 入間川 中学校 岡野　陽太 栗原　帆香

狭山市立 柏原 中学校 吉田　康浩 小西　  響

狭山市立 中央 中学校 西村　遥己 東澤　捺果

狭山市立 入間野 中学校 宮野　裕成 深田　陽菜

入間市立 豊岡 中学校 齋藤　士真 菅沼　凜歩

入間市立 金子 中学校 長澤　星来 坂本　愛花

入間市立 武蔵 中学校 文字山　大斗 西崎　百音

入間市立 藤沢 中学校 井之上　陽星 水谷　心都

入間市立 西武 中学校 本村　久信 平岡　美菜

入間市立 向原 中学校 松岡　航瑠 松田　  陸

入間市立 黒須 中学校 平塚　 凜 坂本　明優

入間市立 東町 中学校 丹羽　将栄 𠮷村　悠菜

入間市立 野田 中学校 松澤　直之朗 久保　花穂

入間市立 東金子 中学校 簗瀬　結斗 松原　  瑠

入間市立 上藤沢 中学校 黒島　拓実 大﨑　暖花

富士見市立 富士見台 中学校 松本　七実

富士見市立 本郷 中学校 齊藤　大珠 佐野　杏紗

富士見市立 東 中学校 大村　優太 山崎　真優菜

富士見市立 西 中学校 岩田　悠吾 守友　晃子

富士見市立 勝瀬 中学校 狩野　耕助 山﨑　李花

富士見市立 水谷 中学校 斉藤　泰生 関根　律生

坂戸市立 坂戸 中学校 倉元　優馬 大澤　雪乃
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坂戸市立 住吉 中学校 白石　柚樹 髙橋　花乃

坂戸市立 若宮 中学校 横山　博俊 竹内　  葵

坂戸市立 城山 中学校 本間　由依

坂戸市立 千代田 中学校 吉沢　俊哉 藤井　千聖

坂戸市立 浅羽野 中学校 星川　真秀 稲垣　里咲

坂戸市立 桜 中学校 髙田　  和 小田　菜摘

鶴ヶ島市立 鶴ヶ島 中学校 樋口　隼人 杉口　みらい

鶴ヶ島市立 藤 中学校 久保田　洋実 岸田　七海

鶴ヶ島市立 富士見 中学校  上田　悠斗　 神立　美百合

鶴ヶ島市立 西 中学校 関田　彩那

鶴ヶ島市立 南 中学校 小泉　龍之介 南　  優鳥

日高市立 高麗 中学校 澁谷　好日

日高市立 高麗川 中学校 川越　成貴 須藤　愛香

日高市立 高萩 中学校 比留間　啓太 羽田　瑞穂

日高市立 高根 中学校 南部　元快 荒井　美音

日高市立 高萩北 中学校 上野　央輔 田村　優羽

ふじみ野市立 福岡 中学校 板橋　将吾 大沼　結菜

ふじみ野市立 葦原 中学校 金原　空良 照井　万葉

ふじみ野市立 花の木 中学校 金子　周平 小河内　ななこ

ふじみ野市立 大井 中学校 中山　雄仁 武田　眞咲

ふじみ野市立 大井西 中学校 瀬戸尾　侑宏 笠松　亜希菜

ふじみ野市立 大井東 中学校 酒井　  樹 雨宮　さくら

三芳町立 三芳 中学校 早川　颯太 田原　亜久莉

三芳町立 三芳東 中学校 久永　丈太 細沼　悠那

三芳町立 藤久保 中学校 寺島　大貴 渡邉　  純

毛呂山町立 毛呂山 中学校 中村　美月

毛呂山町立 川角 中学校 大坪　竜瑠 結城　遥香

越生町立 越生 中学校 山下　美波

滑川町立 滑川 中学校 佐藤　陸斗 上野　祥子

嵐山町立 菅谷 中学校 西　  将斗 福島　夢乃

嵐山町立 玉ノ岡 中学校 瀧澤　青空 大島　碧夏

小川町立 東 中学校 久保田　涼雅 笠原　梨緒

小川町立 西 中学校 小暮　桜介 武川　司紗

小川町立 欅台 中学校 舩戸　晴也

川島町立 川島 中学校 小玉　晃大

川島町立 西 中学校 伴　 裕人 森田　るな

吉見町立 吉見 中学校 大木　優大 長峰　佳乃

鳩山町立 鳩山 中学校 西幅　美来乃

ときがわ町立 都幾川 中学校 前田　恭祐 吉田　華鈴

ときがわ町立 玉川 中学校 和田　夏音 麻生　未来

東秩父村立 東秩父 中学校 今井　瑠々

熊谷市立 荒川 中学校 松﨑　弘志郎 柴埼　友里

熊谷市立 三尻 中学校 山口　茉裟斗

熊谷市立 奈良 中学校 小林　航大 坂口　妃由

熊谷市立 大幡 中学校 四分一　優翔 三谷　優月
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熊谷市立 妻沼東 中学校 滝沢　統哉 蓮原　愛実

熊谷市立 妻沼西 中学校 栗田　英治 長島　美幸

熊谷市立 大里 中学校 武田　伊央 加藤　  凜

熊谷市立 江南 中学校 広沢　海斗 湯本　沙耶

熊谷市立 富士見 中学校 岸澤　康成 佐藤　優衣

熊谷市立 大原 中学校 村田　綾太 柳沼　茉依

熊谷市立 熊谷東 中学校 阿南　渉真 多田　陽菜

熊谷市立 玉井 中学校 皆川　空良 長谷川　栞音

熊谷市立 大麻生 中学校 荒井　麗斗 千島　望愛

熊谷市立 中条 中学校 臼井　大翔 春山　京花

熊谷市立 吉岡 中学校 川名　航平 長谷川 祥子

熊谷市立 別府 中学校 笛木　文斗 松本　  葵

秩父市立 秩父第一 中学校 鎌倉　昂史 吉田　真奈

秩父市立 秩父第二 中学校 大久保　歩峰 坂野　小羽

秩父市立 尾田蒔 中学校 関根　和希 島田　陽菜

秩父市立 高篠 中学校 新井　智也 島田　波奈

秩父市立 大田 中学校 圡方 　 誠 大澤　知歩

秩父市立 影森 中学校 山本　瑞樹 豊田　桃子

秩父市立 荒川 中学校 清川　  陸 中原　聖佳

秩父市立 吉田 中学校 坂本　愛美

本庄市立 本庄東 中学校 白井　博登 兼吉　美花

本庄市立 本庄西 中学校 岡野　絢斗 倉地　 花

本庄市立 本庄南 中学校 栗田　美咲 峯尾　真依

本庄市立 児玉 中学校 玉江 　 禅 山中　彩寧

深谷市立 明戸 中学校 笹井　紘汰 岩田　菜南

深谷市立 川本 中学校 佐々木　遥 滝上　果林

深谷市立 幡羅 中学校 大須賀 智紀 細矢　  杏

深谷市立 深谷 中学校 髙田　瑠果 谷口　柚希

深谷市立 藤沢 中学校 棚澤　航大 清水　みちる

深谷市立 豊里 中学校 市川　眞尋 𠮷岡　彩椰

深谷市立 南 中学校 佐野　翔太 福島　明日花

深谷市立 上柴 中学校 武井　佑樹 千田　望月

深谷市立 岡部 中学校 神山　剛輝 黒岩　梨香

深谷市立 花園 中学校 柳原　沙彩

横瀬町立 横瀬 中学校 浦島　直之 山中　葉月

皆野町立 皆野 中学校 千嶋　祐輝 神田　愛純

長瀞町立 長瀞 中学校 小瀧　翔大 小池　里緒菜

小鹿野町立 小鹿野 中学校 須﨑　吉人 新見　花妃

美里町立 美里 中学校 塩野谷　嘉希 鈴木　理菜

神川町立 神川 中学校 秋山　和貴 田中　杏奈

上里町立 上里 中学校 ルゥー　ホフダット 荒井　咲良

上里町立 上里北 中学校 阿部　  允 髙橋　祐李

寄居町立 寄居 中学校 津嶋　貫汰 井田　侑希

寄居町立 城南 中学校 加藤　琢勇 中川　春采

寄居町立 男衾 中学校 中尾　昇阿
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行田市立 行田 中学校 飯塚　央翔 髙橋　  愛

行田市立 長野 中学校 横田　小次郎 小暮　穂乃花

行田市立 埼玉 中学校 福田　桃華

行田市立 西 中学校 小川　大樹 梁瀬　里香

行田市立 南河原 中学校 池田　奈菜

加須市立 昭和 中学校 日下部　功弥 鎌田　  和

加須市立 加須西 中学校 新井　健人 小山　優香

加須市立 加須東 中学校 齊藤 　 慎 西山　萌花

加須市立 加須北 中学校 中山　藍奈

加須市立 加須平成 中学校 川内　智生 篠原　樹里

加須市立 騎西 中学校 田村　翔太郎 杉山　雛菜

加須市立 北川辺 中学校 新井　真輝心 黒田　理桜

加須市立 大利根 中学校 鈴木　広大 田中　美蘭

春日部市立 春日部 中学校 渡辺　祥光 金澤　陽奈

春日部市立 大増 中学校 小山　皓幹 坂本　怜未愛

春日部市立 江戸川 中学校 内田　尚吾 島村　友朱可

春日部市立 飯沼 中学校 太田　蒼志 後藤　智南

春日部市立 東 中学校 福田　琉偉 黒澤　  陽

春日部市立 豊春 中学校 八島　一瑠 池田　珠希

春日部市立 武里 中学校 岩浪　巧実 木暮　あかり

春日部市立 谷原 中学校 加納　暖海 福田　茉優

春日部市立 大沼 中学校 齋藤　悠生 横川　さくら

春日部市立 豊野 中学校 渋谷　  柊 宮川　  桜

春日部市立 中野 中学校 山崎　颯太 加藤　玲来

春日部市立 緑 中学校 塩谷　文音 吉澤　千恵子

羽生市立 西 中学校 野村　  陸 小磯 　 蓮

羽生市立 南 中学校 神谷　寧々佳 木村 　 愛

羽生市立 東 中学校 福地　泰成 大澤　神月

越谷市立 中央 中学校 塚下　宏希 松本　  翼

越谷市立 平方 中学校 渡邉　悠人 松本　果乃

越谷市立 武蔵野 中学校 平川　和希 木下　鈴華

越谷市立 大袋 中学校 中村　拓翔 林　  結衣

越谷市立 新栄 中学校 伊藤　奏心 小島　彩那

越谷市立 大相模 中学校 佐倉　由樹 佐藤　未菜

越谷市立 千間台 中学校 下舘　空斗 関根　愛結

越谷市立 東 中学校 宇山　友貴 平澤　咲夏

越谷市立 西 中学校 毛利　太陽 島村　侑希

越谷市立 南 中学校 渡邊　一輝 中村　麻鈴

越谷市立 北 中学校 泊里　  翼 大村　明日美

越谷市立 富士 中学校 齋藤　滉太 寺園　  華

越谷市立 北陽 中学校 岸　 望樹 並木　綾乃

越谷市立 栄進 中学校 井原　優大 浅井　陽奈

越谷市立 光陽 中学校 新井　和郎 荻谷　桃花

久喜市立 久喜 中学校 日高　志允 山中　菜摘

久喜市立 鷲宮東 中学校 服部 　 新 奥谷　  萌
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久喜市立 鷲宮西 中学校 宇田　悠希 松下　帆南

久喜市立 久喜南 中学校 貴田　俊哉

久喜市立 久喜東 中学校 齋藤　素良 関口　彩貴

久喜市立 太東 中学校 橋本　脩汰 金子　新菜

久喜市立 菖蒲 中学校 渡邉　麟太郎 木部　咲弥

久喜市立 菖蒲南 中学校 加藤　奨啓

久喜市立 栗橋東 中学校 大田　泰晟 清水　杏夏

久喜市立 栗橋西 中学校 坂本　憲信 齋藤　梨鈴

久喜市立 鷲宮 中学校 後藤　貴希 齋藤　瑠杏

八潮市立 八潮 中学校 大塚　弘晴 青沼　千紘

八潮市立 大原 中学校 大島　幸也 志賀　小桃

八潮市立 八條 中学校 大久保　真梧 勝見　望亜

八潮市立 八幡 中学校 稲田　  颯 渡辺　菜央

八潮市立 潮止 中学校 小林　知生 水野　円香

三郷市立 南 中学校 池原　琉生 江川　  涼

三郷市立 北 中学校 清黒　瞳太 荒井　美咲

三郷市立 栄 中学校 荒木　陸空 栂野　未帆

三郷市立 彦成 中学校 山﨑　翔希 髙山　榛名

三郷市立 彦糸 中学校 神田　陽太 佐渡　紅葉

三郷市立 前川 中学校 田中　将也 大野　結以

三郷市立 早稲田 中学校 鈴木　秀翔 丹野　凛々香

三郷市立 瑞穂 中学校 宮沢　勇聖 矢治　奈々海

蓮田市立 蓮田 中学校 関根　直也 二俣　美月

蓮田市立 平野 中学校 小林　葵翔 加藤　璃紗

蓮田市立 黒浜 中学校 中山　  葵 姉崎　七奈

蓮田市立 蓮田南 中学校 二宮　彬裕 八角　真帆

蓮田市立 黒浜西 中学校 田中　  僚 原田　優希乃

幸手市立 幸手 中学校 山下 　 歩 佐々木　美優

幸手市立 東 中学校 大澤　航平 横塚　  栞

幸手市立 西 中学校 豊嶋　一琉 髙橋　侑希

吉川市立 東 中学校 村上　大希 柳堀　由芽

吉川市立 南 中学校 生駒　直幸 島田　祥帆

吉川市立 中央 中学校 杉山　巧海 小野　光希

白岡市立 篠津 中学校 関根　楽人 蓮實　芳乃葉

白岡市立 菁莪 中学校 佐藤　巨武 竹内　柚菜

白岡市立 南 中学校 野村　壮吾 伊藤　彩花

白岡市立 白岡 中学校 清水　蒼太 竹田　華子

宮代町立 須賀 中学校 門井　怜都 北村　胡桃

宮代町立 百間 中学校 野村　航平 染谷　千鈴

宮代町立 前原 中学校 正木　颯人 荒井　瑞希

杉戸町立 杉戸 中学校 上野　隼弥 黒岩　東子

杉戸町立 東 中学校 加藤　颯将 岡田　イナ

杉戸町立 広島 中学校 髙松　  陸 山﨑　紫乃

松伏町立 松伏 中学校 石川　翔大 源内　里々佳

松伏町立 松伏第二 中学校 大庭　大直 小林　美侑
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中学校 荒井　健吾 佐藤　舞佳

中学校 伊藤　温登 尾野　亜咲

中学校 冨田　惟斗 寺道　瑠奈

中学校 都築　愛未

中学校 山口　わと

中学校 鵜納　康晴 花村　優奈

中学校 草場　貫汰 福地　梨央

中学校 梅賀　永慈 戸矢　百音

中学校 權田　優樹

中学校 黒田　涼介

中学校 深井　陽介 柿崎　里歩

中学校 本間　　 匡

中学校 鈴木　理展 鈴木　優羽

中学校 落合　柊遊 栗原　きずな

中学校 大塚　真人 渡邉　満友

中学校 小笠原　優太 湯本　令菜

中学校 杉本　仁也

中学校 萩原　瑠土 清水　月菜

中学校 橋本　祥英

中学校 林　　隆成 島田　紗莉

国立埼玉大学附属

県立伊奈学園

私立浦和実業学園

私立聖望学園

私立大妻嵐山

私立春日部共栄

私立栄東

私立狭山ヶ丘高等学校附属

私立秀明

私立淑徳与野

私立東京農業大学第三高等学校附属

私立獨協埼玉

私立星野学園

私立立教新座

私立本庄第一

私立城西川越

私立昌平

私立西武学園文理

私立城北埼玉

私立西武台新座


