
１位 叡明 中田 樹来・蓮岡 陽大 叡明 清水 憂希・小林 海璃

２位 叡明 千葉 太一・大熊 辰弥 越谷南 吉田 恭佑・武井 俊輔

浦和北高 角 琉雅・森 彬渡 春日部東 岡安一磨・内田嘉生

叡明 山﨑 櫂二・植松 汐仁 鴻巣 松浦 健太・井上 泰地

１位 越谷西 井上 翔太・平野 伶祈 大宮高 伊田 奏・小宮 颯太 草加 中村 謙介・徳原 拳聖

２位 浦和北高 井上 櫂人・松尾 智 叡明 原 脩太・浪花 凌矢 叡明 加藤 敦・浅井 大輝

星野 仁村 健太郎・西村 拓也 川口北 向後 遥希・阿部 優人 所沢北 菅沼 晃樹・荻谷 太一

共栄 松本 啓汰・大島 虹汰 宮代 輿石 勝人・落合 煉 坂戸西高 藤原  悠誠・塩野 咲翔

１位 越谷南 槇島 悠斗・菊池 慶太 不動岡 菊地 柊真・高橋 誠太 越谷西 栗田 紘樹・秋本 聡

２位 草加 片板 匠也・岩田 晴琉 伊奈学園 石原 遼佑・戸口 樹 越ヶ谷 ブリンクマン ショーン・古川 惺

越谷東 柳原 正汰・遠藤 麟太郎 川越 池田 耕太・関口 和真 与野高 伊藤 蒼太・大平 航汰

大宮東 滝村 優・菊池 舟 浦和学院 西 秀崇・廣池 亮河 久喜北陽 久保田勝輝・横田晶

１位 叡明 金井 和希・湊 悠貴 大宮東 荒井 龍人・柴田 裕太 大宮東 関根 大空・一條 蒼人

２位 川越東 髙岡 侑真・毛籠 隼哉 和光国際 福原 拓己・山本 隆ノ介 春日部 矢代 瑛介・遠藤 俐玖

大宮東 白子 謙太郎・岡田 歩樹 豊岡 後藤 魁杜・加藤 元輝 川越東 保科 俊介・友竹 優

共栄 清水 結太・渡邊 登士 越谷総合 平田 寧於・大島 諒汰 川越東 赤木 一力・吉田 隼人

１位 叡明 谷 謙太郎・籾山 大河 大宮東 松本 優輝・生方 琉雅

２位 埼玉平成 郡山 汰一・本間 智貴 川越 鈴木 大輝・本澤 咲人

大宮東 佐藤 颯和・野口 大輝 豊岡 関根 隼斗・石﨑 汰一

所沢北 矢澤 柚希・吉澤 悠斗 上尾高 原口 瑞都・千葉 陸斗
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１位 大宮東 湯本 凜音・小川 琴未 草加東 宮城 青空・高橋 奏那

２位 叡明 柴田 菜々美・久保田 類 不動岡 髙橋 采那・德永 倫佳

浦和北高 上中 咲姫・景方 玲 川口青陵 阿部 日葵・櫛引 柚子空

叡明 高田 乃都・岡田 怜菜 大宮北高 落合 遥・中村 友香

１位 久喜 那須 楓・渡邊 佳那 鷹の台 井上 澄珂・小林 千紘 鷲宮 加藤 未姫・野中 望来

２位 越谷北 小林 渚・杉山 結彩 大宮南高 松本 陽和・矢那瀬 未結 伊奈学園 石井 苺花・小沢 優果

浦和一女 小出水 恵実・惠木 香奈絵 浦実 吉野 夕梨・中田 花楓 浦実 佐々木 琴美・丸山 玲

越谷東 生出 芽依・大貫 星奈 越谷北 加藤 かのん・吉田 彩花 岩槻高 髙橋 結奈・出口 にこ

１位 浦和北高 根岸 理子・椛沢 梨心 春日部女 松井 陽菜・土屋 亜彩乃 栗橋北彩 渡部 羅夢・鈴木 唯

２位 伊奈学園 小川 結子・髙橋 優菜 共栄 阿部 怜奈・飯塚 七咲 浦和北高 山田 夏緒・岑地 桃香

鴻巣 島田 美弥・島田 華花 草加南 山﨑 倖奈・山下 彩七 越谷南 大島 慧夏・田仲 彩夏

草加東 金子 心優・渡邊 来 越ヶ谷 小倉 彩花・佐藤 南実 大宮高 菊田 彩・野口 真莉奈

１位 草加東 尾辻　織花・大須賀　波菜 所沢中央 清野 菜月・伊藤 久奈 与野高 雑賀 美羽・菊池 向葵

２位 浦和南 佐々木　莉那・中島　寧音 松山女子 高柳 里咲・森田 菜月 浦和南 中田 結月・丸山 冴奈

川越女子高 春日　優羽・髙田　可那子 熊谷女子 田村 奈々・中村 茉楓 上尾高 吉野 日葵・足田 優奈

所沢北 中村　凜・福島　千怜 上尾高 藤井 咲良・嵯峨根 心愛 越ヶ谷 入江 瑠音・大谷 万里菜
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