
団体(チーム）名 学校名 団体(チーム）名 学校名
1 赤見台中 鴻巣市立赤見台中学校 51 さいたま本太中 さいたま市立本太中学校

2 上尾中 上尾市立上尾中学校 52 幸手中 幸手市立幸手中学校
3 上尾市立大石中学校 上尾市立大石中学校 53 幸手西中 幸手市立西中学校
4 上尾市立大谷中 上尾市立大谷中学校 54 幸手東中 幸手市立東中学校
5 上尾西中 上尾市立西中学校 55 志木第二中 志木市立志木第二中学校

6 上尾南中 上尾市立南中学校 56 篠津中 白岡町立篠津中学校
7 朝霞第一中 朝霞市立朝霞第一中学校 57 昭和中 加須市立昭和中学校
8 朝霞第四中 朝霞市立朝霞第四中学校 58 城西川越中 城西川越中学校
9 栄進中 越谷市立栄進中学校 59 菅谷中 嵐山町立菅谷中学校
10 太田中 行田市立太田中学校 60 杉戸中 杉戸町立杉戸中学校
11 大沼中 春日部市立大沼中学校 61 住吉中 坂戸市立住吉中学校
12 大宮八幡中 さいたま市立大宮八幡中学校 62 草加中 草加市立草加中学校
13 小川東中 小川町立東中学校 63 太東中 久喜市立太東中学校
14 桶川中 桶川市立桶川中学校 64 武里中 春日部市立武里中学校
15 桶川西中 桶川市立桶川西中学校 65 玉ノ岡中 嵐山町立玉ノ岡中学校
16 尾間木中 さいたま市立尾間木中学校 66 都幾川中 ときがわ町立都幾川中学校

17 春日部中 春日部市立春日部中学校 67 戸田東中 戸田市立戸田東中学校
18 霞ケ関東中 川越市立霞ケ関東中学校 68 豊里中 深谷市立豊里中学校
19 加須西中 加須市立加須西中学校 69 豊野中 春日部市立豊野中学校
20 加須東中 加須市立加須東中学校 70 春里中 さいたま市立春里中学校

21 加須平成中 加須市立加須平成中学校 71 中野中 春日部市立中野中学校
22 葛飾中 春日部市立葛飾中学校 72 新座中 新座市立新座中学校
23 加納中 桶川市立加納中学校 73 長野中 行田市立長野中学校
24 神川中 神川町立神川中学校 74 新曽中 戸田市立新曽中学校
25 上柴中 深谷市立上柴中学校 75 蓮田南中学校 蓮田市立蓮田南中学校
26 上里中学校 上里町立上里中学校 76 八幡木中 川口市立八幡木中学校
27 上里北中学校 上里町立上里北中学校 77 羽生東中 羽生市立東中学校
28 川口芝中 川口市立芝中学校 78 原山中 さいたま市立原山中学校

29 川口北中 川口市立北中学校 79 東松山南 東松山市立南中学校
30 騎西中 加須市立騎西中学校 80 広島中 杉戸町立広島中学校
31 岸川中学校 川口市立岸川中学校 81 深谷中 深谷市立深谷中学校
32 北川辺中学校 加須市立北川辺中学校 82 深谷幡羅中 深谷市立幡羅中学校
33 北本東中 北本市立東中学校 83 吹上中 鴻巣市立吹上中学校
34 行田中 行田市立行田中学校 84 吹上北中 鴻巣市立吹上北中学校
35 行田西中 行田市立西中学校 85 藤中 鶴ヶ島市立藤中学校
36 久喜中 久喜市立久喜中学校 86 富士見中 鶴ヶ島市立富士見中学校

37 久喜東中 久喜市立久喜東中学校 87 星野学園中 星野学園中学校
38 久喜南中 久喜市立久喜南中学校 88 本庄西中学校 本庄市立本庄西中学校
39 久喜鷲宮東中 久喜市立鷲宮東中学校 89 前原中学校 宮代町立前原中学校
40 熊谷東中 熊谷市立熊谷東中学校 90 松江中 草加市立松江中学校
41 黒浜中 蓮田市立黒浜中学校 91 松伏中 松伏町立松伏中学校
42 江南中 熊谷市立江南中学校 92 松山中 東松山松山中学校
43 鴻巣南中学校 鴻巣市立鴻巣南中学校 93 緑中 春日部市立緑中学校
44 越谷光陽中 越谷市立光陽中学校 94 南浦和中 さいたま市立南浦和中学校

45 越谷市立大袋中 越谷市立大袋中学校 95 三室中 さいたま市立三室中学校

46 越谷新栄中 越谷市立新栄中学校 96 宮内中 北本市立宮内中学校
47 越谷中央中 越谷市立中央中学校 97 毛呂山中 毛呂山町立毛呂山中学校

48 越谷東中 越谷市立東中学校 98 吉見中 吉見町立吉見中学校
49 越谷北中 越谷市立北中学校 99 鷲宮中 久喜市立鷲宮中学校
50 埼玉栄中 埼玉栄中学校 100 鷲宮西中 久喜市立鷲宮西中学校
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