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上尾 高等学校 武田　　廉 新井　陽和
上尾鷹の台 高等学校 高木　大地 鈴木 れいか

上尾橘 高等学校 原　　冬馬 山元　海玲

上尾南 高等学校 荒井　蒼汰 今井　一桜
朝霞 高等学校 大髙　涼慈 原　　涼音
朝霞西 高等学校 瀧口　春稀 波田　みか
いずみ 高等学校 鈴木　大翔 小池　彩音

伊奈学園総合 高等学校 新谷　匡平 上野　夏羽
入間向陽 高等学校 南雲　陽大 寺﨑　梨華

岩槻 高等学校 麻生　天成 木田 菜々美
岩槻商業 高等学校 澁澤 羽矢人 平城　結海
岩槻北陵 高等学校 佐俣　　悠 市川　陽介
浦和北 高等学校 村上　陽介 小川　　凜
浦和工業 高等学校 山口　多聞
浦和商業 高等学校 石原　綾大 須藤　朱里
浦和西 高等学校 関谷　洸紀 田島　鈴音
浦和東 高等学校 金子　将也 金子　琴音
大宮 高等学校 齋藤　武琉 堀　　有希

大宮工業 高等学校 三上　蒼空 浪江　美鈴
大宮光陵 高等学校 秦　　健心 高橋　里奈
大宮商業 高等学校 嶋橋　碧杜 四元　　杏
大宮東 高等学校 森　　誠也 宮下 ももこ
大宮南 高等学校 加藤 好志朗 宮本　　萌

大宮武蔵野 高等学校 岩﨑　正暉 石崎　萌夏
小鹿野 高等学校 加藤　臣仁 富田　正嘉
小川 高等学校 筋野　そら 岩田　亜実花
桶川 高等学校 茂木　悠太 黒沢　美咲
桶川西 高等学校 南　　勇大 古川　愛梨
春日部 高等学校 山田　健太 増田　智也

春日部工業 高等学校 手島　龍人 石田　美優　
春日部女子 高等学校 髙岡　千穂 水野　真希
春日部東 高等学校 三橋　　悠 田口　　妙

川口 高等学校 岩城　竣介 島田　茉奈
川口北 高等学校 古田　健馬 髙梨　和奏
川口工業 高等学校 青木　景都
川口青陵 高等学校 吉田　光祐 星野　沙弥
川口東 高等学校 今泉　直大 小松原 彩音
川越工業 高等学校 大坪　晃司 飯田　風音
川越総合 高等学校 種市　惇輝 影井 ひかり
川越西 高等学校 新海　裕人 川端　栞菜
川越初雁 高等学校 齋藤 眞之丞 德野 菜々美
川越南 高等学校 荒木　福杜 菅野　百恵
北本 高等学校 秋葉　新汰 塚本　春菜
久喜 高等学校 石川　幹菜 三浦 帆乃夏

久喜工業 高等学校 長谷川 祐希弥   石川　翔大　
久喜北陽 高等学校 小林　凌馬 岡本　千乃

熊谷 高等学校 熊澤　将大 山口　真輝
熊谷工業 高等学校 高橋　卓摩 飯野　竜生
熊谷商業 高等学校 秋山 岳土 石井　彩香
熊谷女子 高等学校 北見 菜穂子 香川 メレ優愛ハビリ
熊谷西 高等学校 桜井　　唯 矢野　愛実
熊谷農業 高等学校 小暮　佑宇 半谷 さくら
栗橋北彩 高等学校 遠藤　竜輝 福重　優夏

鴻巣 高等学校 村田　　迅 根岸　夕夏
鴻巣女子 高等学校 飯野　莉音
越ヶ谷 高等学校 池澤　広成 山口　紗和
越谷北 高等学校 小松　丈一郎 仙波　萌楓
越谷西 高等学校 中野　駿介 小川　楓華
越谷東 高等学校 杉本　彩斗 石井 万理亜
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越谷南 高等学校 森　　翔馬 根本　由唯
児玉 高等学校 眞下　太壱 中田　杏子

児玉白楊 高等学校 坂上　海斗
坂戸 高等学校 石川　福留 村田　せい
坂戸西 高等学校 福島　歩武 堀　　純華
幸手桜 高等学校 中村　仁成 油座　凜花
狭山経済 高等学校 関谷　尚由 見澤　麗華
狭山清陵 高等学校 巽　　竜 江上　　茜

志木 高等学校 片岡　晃誠　 佐藤 真里亜
庄和 高等学校 岩浪 亮太郎 武藤　彩音
白岡 高等学校 海老原 倖太
進修館 高等学校 岡田　大輝 中田　穂香
杉戸 高等学校 村加　亘翼 小久保 未紅

杉戸農業 高等学校 川西　柊哉 矢島　侑依
誠和福祉 高等学校 田口 心彩 長谷川　諒

草加 高等学校 田原　蒼弓 島田　莉奈
草加西 高等学校 髙野　誠也 星　　明希
草加東 高等学校 中塚　健太 佐藤　　舞
草加南 高等学校 真島　大輝 星　柚実穂
秩父 高等学校 新井　正矩 浅見　梨花　

秩父農工科学 高等学校 鈴木　　旭 町田　丞汰
鶴ヶ島清風 高等学校 甲斐　柾光 小笠原 麗奈

所沢 高等学校 佐藤　敦輝
所沢北 高等学校 三木　優斗 浅野　咲希
所沢中央 高等学校 三澤　剛大 宮﨑　秋舞
所沢西 高等学校 後藤　佑太 藤井　菜美
豊岡 高等学校 駒形　柊斗 吉川　遼祐

滑川総合 高等学校 楳澤　寿稀 前田 絵莉菜
南稜 高等学校 樋口　航大 橋村　　心
新座 高等学校 谷　　龍誠 内田　玲香

新座総合技術 高等学校 小川　真斗 森本　優海
新座柳瀬 高等学校 林　　誠晃 大澤　　葵
蓮田松韻 高等学校 武藤　風雅 渋谷　七未
鳩ヶ谷 高等学校 高山　尚輝 松﨑　天寧
鳩山 高等学校 川井　海斗 亀井　理沙

羽生実業 高等学校 平井　翔悟 原口　桃花
羽生第一 高等学校 末吉　哲人 木澤　仁海

飯能 高等学校 野呂　颯杜 青山　七海
飯能南 高等学校 林　　陸登 田中　凪紗
日高 高等学校 田邉 みくと 石井　　麗
深谷 高等学校 田嶋　柚希 久保　万衣

深谷商業 高等学校 木村　隼士 片倉　祐澄
深谷第一 高等学校 中井　脩太 岡本 衣久美
富士見 高等学校 本橋 和幸 大瀧　　倫
ふじみ野 高等学校 石森　楓麻 池上　紗楽
不動岡 高等学校 土屋　勇貴 根岸　拓未
本庄 高等学校 木村　怜央 戸澤　愛美
松伏 高等学校 佐藤　　亮     松井  　幸　　
松山 高等学校 佐藤　信道 山田　周平

松山女子 高等学校 早坂　晴佳 佐野　瑞希
三郷 高等学校 宇津木　葵 宮下 いくみ
三郷北 高等学校 戸澤　有斗 加藤　　葵

三郷工業技術 高等学校 稲葉　啓太 会田　涼平
宮代 高等学校 小堀　健斗 木曽　風安
妻沼 高等学校 髙野　雅弘
八潮 高等学校 浅井　　彬 阿部　華奈
八潮南 高等学校 武内　友哉 田中　向日葵
吉川美南 高等学校 桜井　大空 井出　舞梨花

与野 高等学校 田口　峻伍 北垣　祐里
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寄居城北 高等学校 守屋 英利菜 林　　笑鈴
和光 高等学校 盛　　克明 大澤　　桜

和光国際 高等学校 今村　勇音 吉中 日向子
鷲宮 高等学校 岡安　駿汰 菅原　　葵
蕨 高等学校 臼田　夏樹 山﨑 メイビス

所沢商業 高等学校 甲田　将士 大鷲 友里果
朝霞 高等学校 濱松　大河

大宮工業 高等学校 阿部　孝太
大宮商業 高等学校 阿曽　政徳
大宮中央 高等学校 菊地　瑞生 奥﨑　愛理
春日部 高等学校 中田　寛人 髙橋　美優
川口工業 高等学校 菊池　大輝
川越工業 高等学校 竹村　和志
越ヶ谷 高等学校 田嵜　慶人 鷹野　夕映
狭山緑陽 高等学校 畠腹　優斗 山本 菜々美

所沢 高等学校 能登　駿介
羽生 高等学校 大橋　慶伍 坂本 果寿真
飯能 高等学校 森田　　武

吹上秋桜 高等学校 樺島　直大 武藤　里那
上尾特別支援 学校 髙松　拓海 野澤　彩華

入間わかくさ高等特別支援 学校 矢島　裕二 白田 光香莉
浦和特別支援 学校 福田　　秀 山口　妃奈
大宮北特別支援 学校 桑島　栄治 丸山 百合菜
春日部特別支援 学校 阿部　秋光 山崎　萌絵
川口特別支援 学校 小野　優太 白幡　咲楽
川越特別支援 学校 高坂　倖太 福本　夏海

川島ひばりが丘特別支援 学校 島村　俊丞 忍田　愛純
騎西特別支援 学校 金田　　昴
行田特別支援 学校 奈良原 佑哉
久喜特別支援 学校 齋藤　諒輝 小川　　秀
熊谷特別支援 学校 中田　雅貴 大和田 明花
越谷特別支援 学校 澤崎　貴幸 渕川　茉莉
越谷西特別支援 学園 中村　奎斗 町田　有紗
さいたま桜高等 学校 城所　　健 小倉　和志
狭山特別支援 学校 諸井　隼人 須﨑　澪那

草加かがやき特別支援 学校 海老澤 隼也 細貝　麻弥
秩父特別支援 学校 引間　禎希 原　　優斗

所沢おおぞら特別支援 学校 吉武　幹太
蓮田特別支援 学園 宮澤　知弘 澁谷　桜花

特別支援学校羽生ふじ高等 学校 中山 有生瑠 三木 志央里
東松山特別支援 学校 宮﨑　雄也 木谷　あず彩

深谷はばたき特別支援 学校 石澤　和馬 小林　美紀
本庄特別支援 学校 大畠　朋也 冨髙　遥香
三郷特別支援 学校 野崎　優斗 髙橋　昌子
宮代特別支援 学校 畑　　夏生
毛呂山特別支援 学校 秋山　海青 米沼　美優
和光南特別支援 学校 河野 美空 寺門 なずな
川口市立川口 高等学校 青澤　生磨 中村　日香

(旧)総合 高等学校 大谷　健斗 伊藤　典桂
(旧)県陽 高等学校 植木　龍也 貴田 穂乃香

川越市立川越 高等学校 原田　洸斗 大森　千桜
さいたま市立浦和 高等学校 小澤　　陽 清水　咲良
さいたま市立浦和南 高等学校 庄司　千晄 小柳 奈々美
さいたま市立大宮北 高等学校 鈴木　碧斗 加村　奈子
さいたま市立大宮西 高等学校 小峰　和馬 山本　真生
川越市立特別支援 学校 大西　愛咲

さいたま市立さくら草特別支援 学校 梶本　恭子
さいたま市立ひまわり特別支援 学校 小林　叶芽 宮田　壮太

村田　魁斗　　埼玉大学教育学部附属　　 支援学校
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筑波大学附属坂戸 高等学校 轟木　大乃 増田　たま
秋草学園 高等学校 岩崎　　華 阿部　百花
浦和学院 高等学校 豊増　明志 小林　薫奈

浦和実業学園 高等学校 大羽賀　虹 上村　仁美
大妻嵐山 高等学校 押切　彩菜
大宮開成 高等学校 今井　琉騎
開智未来 高等学校 高原　雅治
春日部共栄 高等学校 村田　賢一 田嶋　玲奈

川越東 高等学校 地主　直央
国際学院 高等学校 穴見　紀樹 眞仁田 みゆ

叡明 高等学校 竹原　孝太 並木　桃子
浦和麗明 高等学校 中村　静月
埼玉栄 高等学校 青柳 善の輔 石垣 麻弥乃
埼玉平成 高等学校 小高　拓海 赤川 友里奈

栄北 高等学校 橋本　昂希 秋元　　怜
栄東 高等学校 石井　大雅 大森　史華

狭山ヶ丘 高等学校 髙山　愛之 杉浦　亜胡
秀明 高等学校 根本　泰樹 寺本　芽生

秀明英光 高等学校 松下　龍馬 浮田　愛未
淑徳与野 高等学校 濱野　笑朱

城西大学附属川越 高等学校 鈴木　健悟
正智深谷 高等学校 平井　悠太 梅野　和希

昌平 高等学校 牧野瀬 晧太 鈴木 ひらり
城北埼玉 高等学校 越坂部　諒

西武学園文理 高等学校 設楽　王我 小久保 雄太
西武台 高等学校 佐野　慧至 後藤　栞奈
聖望学園 高等学校  久保田　徹 伊藤 くるみ

東京成徳大学深谷 高等学校 戸澤　雄飛 奈良　麗海
東京農業大学第三 高等学校 飯島　一徹 福田　舞菜

獨協埼玉 高等学校 中野　　毅 島田　莉子
花咲徳栄 高等学校 萩原　大和 宮﨑　可純

東野 高等学校 紺野　悟志 秋田　桃葉
星野 高等学校 松浦　　周 金井 亜茉音

細田学園 高等学校 神田　一真 伊藤　奈那
本庄第一 高等学校 井上　賢生 小川　由莉
本庄東 高等学校 佐藤　　萌
武蔵越生 高等学校 石川　　心 本郷　愛佳
山村学園 高等学校 小林　　匠 佐久間 ひなた
山村国際 高等学校 小野田 真也 笹山　遥菜
立教新座 高等学校 飯濵 友太郎


