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117 中田 樹来(叡明) 加藤 祐希(南稜) 青木 慎之亮(早大本庄) ()59 石井 陽輝(上尾橘) 小沼 優斗(浦和工業) 石井 汰樹(鷹の台) 南畑 咲人(川口北)

116 田辺 崚太(所沢西) 秋山 比呂(伊奈学園)

27 53

58 冨田 悠生(浦和南) 藤本 悠雅(上尾南) 本澤 咲人(川越) 植竹 次英(越ヶ谷)

115 槇島 悠斗(越谷南) 澤田 撞吏(川口東) 生方 琉雅(大宮東)

畑田 稜真(県立浦和)

57 田島 賢人(吉川美南) 植竹 陸哉(久喜工業) 平野 快晴(北本) 宮地 瑛太(所沢北)

114 中村 隼也(さいたま市岸中) 須田 響(越谷南) 関口 未来翔(南稜) 中里 樹希(春日部)

26 52

56 矢澤 史哉(県立浦和) 古川 惺(越ヶ谷) 島田 麗生(鳩ヶ谷)

113 廣池 亮河(浦和学院) 原野 天(三工技) 國井俊弥(草加西) 中西 克樹(川越)55 松井 翔太(宮代) 根石 廣喜(叡明) 髙見澤 昊己(上尾) 大木凛音(久喜北陽)

112 熊野 力斗(久喜工業) 半田 一真(大宮北) 仙石 翔人(三工技) 河野 春貴(伊奈学園)

25 51

54 大山 恭吾(越谷総合) 繁田 柚季(所沢西) 小沼龍哉(久喜北陽) 藤井 壮樹(所沢北)

111 佐久間 楓雅(新座柳瀬) 中村 一稀(鷹の台) 三橋 春輝(三工技) 急式 斐(浦和南)53 竹内 楽(越谷東) 内田 湧斗(川口青陵) 小泉 大地(北本) 佐野 英克(川口北)

110 中山 幸大(大宮東) 寺岡 宏紀(鳩ヶ谷) 矢竹 玲輝(川口青陵) 桂 武蔵(県立浦和)

24 50
切畑 結貴(三郷) 金野 承太郎(南稜) 小野 周平(県立浦和)

52 内田 遼(山村学園) 北澤 哲惺(川越) 齋藤 樹(伊奈学園)

109 大工原 良汰(上尾)51 黒田 樹(所沢北) 石原 将太郎(熊谷西) 柴田 祐也(所沢中央)

108 渡邉 諒(川越) 石田 啓太(浦和南) 栗田 陽樹(川口北) 服部 翔真(桶川高)

23 49

50 小川 嵩人(城西川越) 白 知效(川口北) 谷島 一輝(上尾橘)

107 金澤 拓夢(鳩ヶ谷) 高橋 悠介(三工技) 永島 青渚(越ヶ谷) 福島 直輝(川越)49 齋藤 流久(川口北中) 滝澤 滉樹(南稜) 須藤 連(栗橋北彩) 風戸 洸希(川口北)

106 原田 海碧(久喜工業) 田代 浬久(城西川越) 竹内 悠樹(上尾南) 竹沢 結賀(県立浦和)

22 48
白石 昂聖(鷹の台) 駒夢輝(久喜北陽) 石津 大輝(久喜工業) 高島 怜矢(県立浦和)

原口 隆聖(北本) 山﨑 優斗(和光国際)

21 47
松澤 達哉(久喜工業) 牛島 拓真(川口北)

48 富山 柊人(大宮東) 松田 怜也(所沢中央) 本田 健人(所沢北)

10547 丹野 健太(川口東) 小澤 弘季(浦和麗明) 尾花 颯人 (越谷総合)

加藤 晃大(浦和学院) 小川 旋太郎(浦和麗明)45 山﨑 櫂二(叡明) 坂庄 建信(桶川高) 李 奕辰(浦和麗明)

原田 翔太(三工技) 104 小林 佑希(越ヶ谷) 田久保 憧吾(県立浦和)

44 松下 周作(志木) 松本 優輝(大宮東) 池添 健太(浦和学院) 飯塚 優斗(川口北)

102

46 山口 瑛斗(浦和工業) 金原 悠斗(浦和南)

103

竹川 侑輔(和光国際) 神戸 駿(埼玉平成) 塙 幸大(川口北)43 鈴木 洸太郎(南稜) 羽下 巧人(和光国際) 大亦 和樹(川口北) 池ノ谷 亮(春日部)
20

101 高根 悠(早大本庄) 花塚 拓海(所沢中央) 佐藤 倖来(武蔵野)

19 46

42 滝村 優(大宮東) 中田 佑馬(県立浦和) 児玉 泰地(栗橋北彩) 伊㔟 翔太(所沢中央)

100 水尻 佳吾(山村学園) 永仮 陸(南稜) 吉本 祥輝(伊奈学園)41 石原 知樹(浦和南) 小川 竣太郎(早大本庄) 栗原 莞平(越ヶ谷)

99 木下 星楽(日進中) 大久保 陽太(杉戸) 大島 諒汰(越谷総合) 比留間 純晴(越ヶ谷)

18 45
岡庭 海斗(三工技) 月岡 太麒(所沢北) 片桐 快人(越ヶ谷)

40 降矢 大海(越谷新栄中) 長井 琉空斗(所沢中央) 前島 薫(川口北) 鈴木 憲太(所沢西)

98 原 脩汰(叡明)39 稲葉 成生(春日部東) 浪花 凌矢(叡明) 蓮沼 椋(越谷南) 深澤 大輝(所沢西)

97 堀畑 功太(上尾南) 京郷 虎太朗(浦和北) 久保田 弘輝(越ヶ谷) 青戸 羅維(北本)

17 44

38 佐藤 煌己(川口北) 根岸 潤生(早大本庄) 冨永 真寛(県立浦和) 小川 哲平(浦和南)

96 田口 桂大(叡明) 新井 知弥(久喜工業) 長竹 優晏(上尾南) 岡田 将和(浦和南)37 高山 雅希(大宮東) 青木謙太(久喜北陽) 島村 大貴(栗橋北彩) 藤田 大成(所沢中央)

95 坂巻 陽太(越谷東) 浦邊 喜心(鳩ヶ谷) 関根 瑠郁(川口北) 梅本 麟太郎(川越)

16 43
佐藤 浩輝(桶川高) 加藤 敦(叡明) 五井玄馬(草加西)

36 山口 幸輝(浦和北) 小田原 正宗(越谷総合) 仲田 櫂人(越ヶ谷)

94 中島 弘太(川口青陵)35 三上 徠央(埼玉平成) 田中 郁光(川越) 長田 誠生(所沢中央) 岡田 歩樹(大宮東)

93 武田 信広(所沢西) 武井 大地(北本) 江草 泰成(県立浦和)

15 42

34 富田 琥太朗(市立浦和) 杉山 舜哉(浦和学院) 神田 陽向(県立浦和)

92 池上 義康(星野中学) 手塚健太郎(草加西) 郡山 汰一(埼玉平成) 石井 大翔(所沢中央)33 芦名 悠暉(川口八幡木中) 山上 歩夢(伊奈学園) 五反田 碧蒼(越谷南) 木原 進碩(川口北)

91 田中 悠二朗(星野) 中野 雄太(越谷南) 塚越 歩(上尾) 馬場 健徳(川口北)32 川添 真翔(桶川高) 古茂田 蓮麻(栗橋北彩) 平林 成慈(春日部) 原 禮韻(越ヶ谷)

90 菅野 隼哉斗(吉川美南) 公文 優(南稜) 桑原 誠四郎(所沢西)31 松尾 智(浦和北) 坂本 充(川越) 中里 健太(所沢北)
14 41

89 森 彬渡(浦和北) 飯塚 翔(杉戸) 松嵜 奏太(武蔵野) 境 巧樹(川口北)30 大熊 辰弥(叡明) 遠藤 俐玖(春日部) 藤原 光希(上尾南) 平尾 幹太(川口北)

88 植松 汐仁(叡明) 野口 結生(県立浦和) 大木 拓己(浦和南)

28 福原 拓己(和光国際) 下山 稜己(杉戸) 椎名優斗(草加西) 旭 風芽(鳩ヶ谷)

86

柿沼 匠翔(春日部)29 中西 航希(浦和北) 千葉 陸斗(上尾) 一瀬 宏太(川口北)

87 島﨑 隆晴(川口北) 桑折 大翔(浦和工業) 中村 晴(所沢西) 鈴木 悠斗(春日部)

本間 智貴(埼玉平成) ブリンクマン ショーン(越ヶ谷) 伊藤 駿介(鳩ヶ谷) 齋藤 一世(所沢中央)27 山﨑 暖斗(川口青陵) 髙橋朋樹(草加西) 佐藤 直弥(所沢西)
13 40

85 藤井 優之介(日進中) 岩元 悠(春日部) 山宮 涼太(和光国際) 門倉 涼佑(県立浦和)

12 39

26 高橋 星那(日進中) 原口 瑞都(上尾) 酒井 大輝(桶川高) 本澤 一颯(川越)

84 中山 竜冴(所沢北) 小柳 晴睦(叡明) 馬場 大翔(和光国際)25 香山碧(草加西) 三木 誠(早大本庄) 畠山 侑大(浦和南) 丑山 友介(伊奈学園)

83 今西 航汰(鷹の台) 大串 洋介(杉戸) 湊 悠貴(叡明) 岡安虎太郎(久喜北陽)

11 38
吉田 伊吹(吉川美南) 吉澤 悠斗(所沢北) 秋葉 大和(鳩ヶ谷)

24 財部 友(春日部東) 野々川 陸(所沢中央) 橋本 大和(鳩ヶ谷) 矢代 瑛介(春日部)

82 川口 彩太(越谷東)23 杤 慶太(坂戸西) 海野 嘉悠(越ヶ谷) 江野 駿人(県立浦和)

81 木谷 祐也(大宮東) 大浦 功覇(和光国際) 塩田 せいじ(埼玉平成) 齋藤 琉斗(越ヶ谷)

10 37

22 佐無田 真人(春日部) 椎葉 恭大(所沢北) 目黒 真輝(所沢中央)

80 斉藤 武海(いずみ) 矢口 瞬(浦和麗明) 岩山 颯汰(桶川高) 養田 莉空(所沢西)21 菊池 舟(大宮東) 髙木 潤太(伊奈学園) 小山 結史(川越)

79 清水 信希(南稜) 宮澤 海成(鳩ヶ谷) 坂上 友紀(所沢中央)

9 36
坪井 悠真(浦和学院) 岡田悠太(久喜北陽) 泥谷 龍一(鳩ヶ谷)

20 山根 叶夢(浦和工業) 横川 憧(川口青陵) 川嵜 智生(和光国際) 友光 優月(浦和南)

78 岩澤 唯翔(星野中学)19 相川 武蔵(上里中) 栗原 順誠(越谷総合) 中嶋 大貴(杉戸) 小川 隼翔(川口北)

77 原嶋 優輝(伊奈学園) 吉田 碧羽(市立浦和) 野島 龍之介(埼玉平成) 秋葉 寛人(春日部)18 根岸 彩太(杉戸) 吉田 洋介(三郷) 中村 梁助(浦和南) 松浦 朋哉(川越)

76 齋藤 縁晴(正智深谷) 久保 琉(所沢北) 鈴木 遥斗(春日部) 河村 颯太(和光国際)17 久保 海翔(上尾) 地野 輝(桶川高) 山本元喜(久喜北陽) 三浦 優介(浦和南)
8 35

75 篠田 凌太郎(県立浦和) 松村 羽瑠(三郷) 小嶋 康太(所沢西) 新保 敦也(春日部)16 田口 楊大(叡明) 山﨑 莉月(川口東) 落合 人士(城西川越) 阿部 龍平(春日部)

74 小池 凜ム(熊谷工業) 若生 侑樹(早大本庄) 西城 裕陽(県立浦和)

7 34

15 土屋 颯斗(越谷東) 浅井 大輝(叡明) 矢口 貴大(伊奈学園) 島田 葵生(浦和南)

73 古城隆志(草加西) 宮田 海翔(山村学園) 伊藤 諒(越谷総合) 佐藤 颯和(大宮東)14 高鹿 陸(春日部) 前田 汐響(城西川越) 鈴木 幸祐(所沢西) 吉田 空翔(越ヶ谷)

72 富澤 翼(越谷総合) 竹内 文哉(伊奈学園) 鎌田 耀央(市立浦和) 大徳 育己(川口北)

6 33

13 鯨井 優太(北本) 本田 隼也(上尾) 畑山 陸斗(所沢中央) 野口 大輝(大宮東)

71 粟野 睦生(川越東) 岡村 悠希(熊谷西) 小山 武(久喜工業) 尼崎 雄(春日部)12 丘咲 海翔(春日部) 岩瀬 稔央(武蔵野) 分部 大翔(浦和工業) 黒川 蓮斗(浦和南)

70 青木 陽汰(熊谷西) 斎藤 大生(浦和学院) 加藤 惺(所沢中央)

5 32
平田 寧於(越谷総合) 伊藤 雅人(伊奈学園) 髙梨 真叶(川口北)

11 大川 真矢(武蔵野) 有我 尚人(県立浦和) 萩原 涼平(伊奈学園)

69 沈 天眞(市立浦和)10 井原 敬斗(越ヶ谷) 山口 佳輝(埼玉平成) 本間 智之(三工技) 金 侑眞(所沢北)

68 久保田勝輝(久喜北陽) 行徳 ビトルユジ(北本) 斎藤 新史(越谷南) 竹内 漣(三工技)

4 31

9 川上 瑠惟斗(武蔵野) 佐藤 大輔(鳩ヶ谷) 神白 健太(伊奈学園) 山端 蒼生(川口北)

67 田中 柊羽(浦和北) 山﨑 智貴(市立浦和) 山口 祐希(和光国際) 藤榮 銀士(春日部)8 庄司 匡輝(星野) 岡田 蓮弥(栗橋北彩) 一條蒼人(大宮東) 金 玄斌(春日部)

66 伊藤 充希(春日部東) 坂巻 麗禮(北本) 保田 康佑(春日部)

30
遠藤 煌也(宮代) 水上 優吾(所沢北) 東 瑠唯(鳩ヶ谷)

7 田井 和哉(新座柳瀬) 野澤 涼平(川越) 松村 凌(越谷南) 市橋 朋弥(浦和南)

65 宇野 悟史(浦和南)6 青柳 佑哉(浦和麗明) 岩﨑 柊斗(川口東) 川久保 耀人(上尾南) 植村 翔太(桶川高)

64 髙野 雄貴(松伏) 萩野 恵多(浦和学院) 鈴木 柊愉(春日部)

29

5 阿佐美 歩樹(大宮北) 楠 遥翔(吉川美南) 河口 陽向(越ヶ谷) 及川 智士(鳩ヶ谷)

63 石川 朔(八潮大原中) 阿部 祐汰朗(城西川越) 平川 憲悟(市立浦和) 稲葉 尚之(所沢北)4 矢野 雄士(大宮東) 嶋田 吏玖(浦和工業) 山口 悠希(所沢西)

3 菊地創太(久喜北陽) 松本 修汰(春日部) 金井 和希(叡明) 深井 稜真(浦和南)

61 島﨑 圭吾(いずみ)2 爲貝 直生(上尾南) 加藤 怜弥(浦和学院)

千葉 太一(叡明) 小沢壮太(草加西) 浅草 祐斗(市立浦和)男子１５歳

高木 勇人(所沢中央)

62 境 達樹 デレック(三郷) 米山 遥輝(春日部東) 矢澤 柚希(所沢北) 網野 佑哉(伊奈学園)

28
山本 隆ノ介(和光国際) 笹沼 絢也(桶川高) 熊本 裕太(川越)

1 蓮岡 陽大(叡明) 横田晶(久喜北陽) 田村 獅恩(上尾橘) ()

石坂 圭太(川越) 平田 愛夢(鳩ヶ谷)

60

男子15歳 (2)


