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４年男子

石崎 （出羽タン） 橋本 （ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ）

10 大橋 （庄和ｼｬﾄﾙｽﾞ）
5

12

6

10

11 千葉 （蓮田サウス） 園田 （久喜ｼﾞｭﾆｱ）

14 中西 （大宮ｳｨﾅｰｽﾞ） 大熊 （久喜ABC）

内田 （TEAMｼﾞｭﾆｱ）

12 植松 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ） 北原 （小川ﾄﾞﾘｰﾑ） 込山 （春日部白翔）

7

1

11

2

8

3

13

4

9

2
2 山下 （TEAMｼﾞｭﾆｱ） 柴崎 （都幾川ｼｬﾄﾙｽﾞ） 坂脇憲①（鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ）

1
3 服部 （出羽タン） 森田①（蓮田サウス）

1 萩原①（鳩ヶ谷ｳｨﾝｸﾞｽ） 林 （TPHM） 王① （三郷ﾀﾞｯｸｽ） 小田①（川口朝日）

太田 （加須ｽﾀｰｽﾞ）

4 山田 （庄和ｼｬﾄﾙｽﾞ） 川﨑 （ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ） 梅澤 （TEAMｼﾞｭﾆｱ）
6

田口 （都幾川ｼｬﾄﾙｽﾞ）1 後藤 （岩槻ｼﾞｭﾆｱ） 長谷川（羽生Ｊｒ） 坂脇 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ）

3

1
2 中村 （ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ） 福家 （加須ｽﾀｰｽﾞ） 豊岡 （春日部白翔）

坂脇聡①（鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ） 中森 （蓮田サウス）

6 山岡 （蓮田サウス） 田口 （出羽タン）

2 大出 （本庄ｼｬﾄﾙｽﾀｰ） 金子 （飯能ｼｬﾄﾙ） 菊地 （久喜ABC）

3 宗像 （久喜ABC） 新垣 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ） 小島 （じゃﾊﾟﾝﾀﾞ）

7 宮内 （久喜ABC） 蓮沼 （ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ） 磯部 （上尾ｼﾞｭﾆｱ）

1 石井 （春日部白翔） 村松 （庄和ｼｬﾄﾙｽﾞ） 菊池 （ｼｬﾄﾗｰｽﾞ） 中川 （TEAMｼﾞｭﾆｱ）

4 木村 （志木ｼﾞｭﾆｱ） 加藤 （ﾘﾄﾙｽﾏｯｼｭ） 永沢 （庄和ｼｬﾄﾙｽﾞ）

7 石川 （行田バド） 石井 （小川ﾄﾞﾘｰﾑ） 森 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ）

4 中田 （大宮ｳｨﾅｰｽﾞ） 石川ゆ （羽っ子熊谷） 徳原 （出羽タン）

6

5 小倉 （所沢ｼﾞｭﾆｱ） 根岸 （久喜ABC） 伊藤 （ﾋﾞｯｷｰｽﾞ）

石井 （上尾ｼﾞｭﾆｱ） 篠田 （三郷ﾀﾞｯｸｽ）

3 山﨑（TEAMｼﾞｭﾆｱ） 原田 （久喜ｼﾞｭﾆｱ） 神原 （志木ｼﾞｭﾆｱ）

13 大澤 （本庄ｼｬﾄﾙｽﾀｰ） 山下 （TEAMｼﾞｭﾆｱ） 原口 （羽生Ｊｒ）

初鹿野（大宮ｳｨﾅｰｽﾞ） 高橋 （久喜ABC）

9 有江 （ﾋﾞｯｷｰｽﾞ） 滝村 （鳩ヶ谷ｳｨﾝｸﾞｽ） 石川ひ （羽っ子熊谷）

8 伊東 （久喜ABC） 田中 （上里ｼﾞｭﾆｱ） 蓮沼 （本庄ｼｬﾄﾙｽﾀｰ）

竹川 （TEAMｼﾞｭﾆｱ）

8

4
7 大塚①（鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ） 井本 （川口朝日） 鈴木 （ﾋﾞｯｷｰｽﾞ）

7
8 椎名 （三郷ﾀﾞｯｸｽ） 松永 （蓮田サウス） 貫井 （川口朝日）

5
9 外村 （所沢ｼﾞｭﾆｱ） 吉河①（庄和ｼｬﾄﾙｽﾞ） 中西 （TEAMｼﾞｭﾆｱ） 淺見 （幸手白翔）

山子 （ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ）

5 伊藤 （久喜ABC）

5

2

7

3

6

4
8 古川 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ） 清水 （ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ） 土屋 （ﾋﾞｯｷｰｽﾞ） 田中 （所沢ｼﾞｭﾆｱ）

5 田島 （久喜ABC） 八木澤（幸手白翔） 佐原 （ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ）

6 池上 （志木ｼﾞｭﾆｱ） 大上 （庄和ｼｬﾄﾙｽﾞ） 藤岡 （所沢ｼﾞｭﾆｱ）
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15

11

2

大橋 （庄和ｼｬﾄﾙｽﾞ）

嶋田 （TEAMｼﾞｭﾆｱ） 平尾 （久喜ABC）

小野寺（TEAMｼﾞｭﾆｱ）

10 中野 （鳩ヶ谷ｳｨﾝｸﾞｽ）

冨岡 （小川ﾄﾞﾘｰﾑ） 清野 （蓮田サウス） 青木 （出羽ﾀﾝ）

12 渡辺 （三郷ﾀﾞｯｸｽ） 猪俣 （久喜ｼﾞｭﾆｱ） 阿部 （ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ）

14 栗野 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ） 森 （久喜ABC） 松木 （上尾ｼﾞｭﾆｱ）

9

3

8

荒木 （三郷ﾀﾞｯｸｽ）

10 熊木 （ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ） 松本 （上里ｼﾞｭﾆｱ） 芝口 （久喜ABC）

12 青木 （三郷ﾀﾞｯｸｽ） 髙橋 （ﾘﾄﾙｽﾏｯｼｭ） 田中 （飯能ｼｬﾄﾙ）

13 立石 （上里ｼﾞｭﾆｱ） 堀口 （行田バド）

三田 （行田バド） 豊岡 （春日部白翔） 星 （庄和ｼｬﾄﾙｽﾞ）

本橋 （加須ｽﾀｰｽﾞ）

松本 （上尾ｼﾞｭﾆｱ） 森永 （ﾋﾞｯｷｰｽﾞ） 金 （加須ｽﾀｰｽﾞ）
7

7 古株 （志木ｼﾞｭﾆｱ）

2 今枝 （大宮ｳｨﾅｰｽﾞ） 山藤 （羽生Ｊｒ） 福岡 義（志木ｼﾞｭﾆｱ）

3 大野 （久喜ABC） 松尾 （上尾ｼﾞｭﾆｱ） 林 （TPHM）

齊藤 （飯能ｼｬﾄﾙ）

遠田 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ） 谷野 （川口朝日） 田嶋 （上里ｼﾞｭﾆｱ）

片山 （久喜ABC）

15 大井 （TEAMｼﾞｭﾆｱ） 高野 （小川ﾄﾞﾘｰﾑ） 井上 （羽生Ｊｒ）

17 清水 （志木ｼﾞｭﾆｱ） 飯田 （ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ） 内田 （羽生Ｊｒ）

2 石川 （ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ） 上村 （川口朝日） 高澤 （行田バド）
3

1

津田 （ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ） 寺瀬 （川口朝日） 安部 （じゃﾊﾟﾝﾀﾞ）

3 関口 （久喜ABC） 小柳 （三郷ﾀﾞｯｸｽ） 梅澤 （TEAMｼﾞｭﾆｱ）

16 岡崎 （じゃﾊﾟﾝﾀﾞ） 加藤 （ﾘﾄﾙｽﾏｯｼｭ） 田島 （久喜ABC）

1 山岡 （蓮田サウス）

8 岩田 （小川ﾄﾞﾘｰﾑ） 秋山 （上尾ｼﾞｭﾆｱ）

4 大倉 （庄和ｼｬﾄﾙｽﾞ） 渡辺 （春日部白翔） 大縫 （羽っ子熊谷）

成田 （大宮ｳｨﾅｰｽﾞ）

13 津久井（庄和ｼｬﾄﾙｽﾞ） 小堀 （行田バド） 嵯峨 （春日部白翔）

14 田貝 （所沢ｼﾞｭﾆｱ） 比家 （川口朝日） 堀口 （ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ）

15 金子 （じゃﾊﾟﾝﾀﾞ）

5

1
13

6

17

14
2

9 熊谷 （所沢ｼﾞｭﾆｱ） 高塚 （ｼｬﾄﾗｰｽﾞ）
8

4

1 川崎 （じゃﾊﾟﾝﾀﾞ） 川上 （三郷ﾀﾞｯｸｽ） 清水 （ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ） 本間 （春日部白翔）

5 中村 （ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ） 真下 （飯能ｼｬﾄﾙ） 田辺 （蓮田サウス）

6

19

10

18

11

18 森田 （蓮田サウス） 石金 （加須ｽﾀｰｽﾞ） 伊田 （川口朝日） 16
4

19 石井 （春日部白翔） 原山 （久喜ABC） 大手 （ﾋﾞｯｷｰｽﾞ）
12

20 村上 （ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ） 小澤 （上尾ｼﾞｭﾆｱ） 砂川 （行田バド） 梅山 （出羽タン）

Ｂブロック

11

11

4

15

12

6
9 稲川 （大宮ｳｨﾅｰｽﾞ） 正木 （蓮田サウス）

5 福井 （志木ｼﾞｭﾆｱ） 平 伊（上尾ｼﾞｭﾆｱ） 谷治 （じゃﾊﾟﾝﾀﾞ）

6 加藤 （ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ） 藤山 （TEAMｼﾞｭﾆｱ） 阿部 （久喜ｼﾞｭﾆｱ）
5

7 村本 （三郷ﾀﾞｯｸｽ） 吉田 （行田バド） 笠原 （本庄ｼｬﾄﾙｽﾀｰ）

17

7

13

8

16

9

14

10
18 水村 （志木ｼﾞｭﾆｱ） 清原 （三郷ﾀﾞｯｸｽ） 岡野 （久喜ｼﾞｭﾆｱ）

Ｂブロック

山﨑 （TEAMｼﾞｭﾆｱ） 知念 （三郷ﾀﾞｯｸｽ）

16 中川 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ） 井口 （久喜ABC） 平 水（上尾ｼﾞｭﾆｱ）

17 横沢 （蓮田サウス） 下山 （本庄ｼｬﾄﾙｽﾀｰ）
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14

7
14 大井 （TEAMｼﾞｭﾆｱ） 田子 （新座ｼﾞｭﾆｱ） 齊藤 （鳩ヶ谷ｳｨﾝｸﾞｽ）

12
15 髙橋 （ﾘﾄﾙｽﾏｯｼｭ） 大橋 （ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ） 田貝 （所沢ｼﾞｭﾆｱ）

8
16 阿部 （志木ｼﾞｭﾆｱ） 髙山 （羽生Ｊｒ） 林 （久喜ｼﾞｭﾆｱ）

19

19 宮﨑 （加須ｽﾀｰｽﾞ） 千田 （ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ） 松﨑 （春日部白翔） 17
5

20 田島 （久喜ABC） 小島 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ） 白石 （TEAMｼﾞｭﾆｱ）
13

21 沼田 （所沢ｼﾞｭﾆｱ） 佐藤①（庄和ｼｬﾄﾙｽﾞ） 伊東 （蓮田サウス）

17 湯本 （志木ｼﾞｭﾆｱ） 平木①（鳩ヶ谷ｳｨﾝｸﾞｽ） 中川 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ）
12

15

3
10

9

20

4
16

11

9 加賀谷（蓮田サウス） 徳原 （出羽タン） 小倉①（所沢ｼﾞｭﾆｱ）

吉田 （ＳＧＡ） 関根悠（春日部白翔）

8 永尾 （本庄ｼｬﾄﾙｽﾀｰ） 知念 （三郷ﾀﾞｯｸｽ） 秋山 （庄和ｼｬﾄﾙｽﾞ）

櫻井 （志木ｼﾞｭﾆｱ） 梅山 （出羽タン） 河原 （本庄ｼｬﾄﾙｽﾀｰ）

18

小木 （川口朝日）

12 影山 （加須ｽﾀｰｽﾞ）

9

6

8 榎本 （蓮田サウス） 窪山 （久喜ABC） 越野 （志木ｼﾞｭﾆｱ）

小林 （新座ｼﾞｭﾆｱ） 中山 （ﾋﾞｯｷｰｽﾞ）

4 高田湖 （三郷ﾀﾞｯｸｽ）

6

1

高田沙（三郷ﾀﾞｯｸｽ） 栗原 （羽っ子熊谷） 高梨 （蓮田サウス）

井田 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ） 山田 （ＳＧＡ）

13

10 押田 （春日部白翔） 内海 （久喜ｼﾞｭﾆｱ） 鶴岡 （都幾川ｼｬﾄﾙｽﾞ）

11 渡辺 （本庄ｼｬﾄﾙｽﾀｰ） 佐藤 （TPHM）

6 高塚 （ｼｬﾄﾗｰｽﾞ）

7 沖田 （羽生Ｊｒ） 鈴木 （出羽タン） 永峯 （大宮ｳｨﾅｰｽﾞ）

15 白鳥 （春日部白翔） 細谷 （所沢ｼﾞｭﾆｱ） 深澤妃 （蓮田サウス）

16

伊藤 （川口朝日） 島﨑 （加須ｽﾀｰｽﾞ）

2 鈴木 （ﾋﾞｯｷｰｽﾞ） 森 （久喜ABC） 南 （上尾ｼﾞｭﾆｱ）

18 沼田 （出羽タン） 坂崎 （蓮田サウス） 橋本① （三郷ﾀﾞｯｸｽ）

11 長谷川（鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ） 大澤 （加須ｽﾀｰｽﾞ） 髙山 （TEAMｼﾞｭﾆｱ）

14 新村 （TEAMｼﾞｭﾆｱ） 榎本 （蓮田サウス） 岡島 （ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ）

小松 （川口朝日） 森永①（ﾋﾞｯｷｰｽﾞ）
8

7 佐藤 （ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ） 松戸①（所沢ｼﾞｭﾆｱ） 原口 （羽生Ｊｒ）

1 河村 （志木ｼﾞｭﾆｱ） 関根菜① （春日部白翔） 栗原① （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ） 青木① （三郷ﾀﾞｯｸｽ）

多度津（TEAMｼﾞｭﾆｱ）

3 長島 （都幾川ｼｬﾄﾙｽﾞ） 高橋①（所沢ｼﾞｭﾆｱ） 江藤 （出羽タン）

4 小野 （三郷ﾀﾞｯｸｽ） 山下 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ）

2 小島 （じゃﾊﾟﾝﾀﾞ） 海津 （蓮田サウス） 山田 （庄和ｼｬﾄﾙｽﾞ）

澤海①（鳩ヶ谷ｳｨﾝｸﾞｽ）

14

7

Ｂブロック

12 山北 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ） 増澤 （所沢ｼﾞｭﾆｱ） 倉持 （志木ｼﾞｭﾆｱ）
10

13 伊藤 （庄和ｼｬﾄﾙｽﾞ） 岩澤 （三郷ﾀﾞｯｸｽ） 小川①（春日部白翔）

伊東 （所沢ｼﾞｭﾆｱ）

5 山川 （鳩ヶ谷ｳｨﾝｸﾞｽ） 布川 （ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ） 深澤果①（蓮田サウス）

6

2

大瀧 （ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ）

八嶋 （久喜ABC） 藤浪 （ﾋﾞｯｷｰｽﾞ）

1 伊藤 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ） 五十嵐（本庄ｼｬﾄﾙｽﾀｰ）

3 片元 （久喜ｼﾞｭﾆｱ） 松木 （ＳＧＡ） 武藤 （TEAMｼﾞｭﾆｱ）

5 石川 （所沢ｼﾞｭﾆｱ） 徳富 （久喜ｼﾞｭﾆｱ） 中村 （春日部白翔）

Ｂブロック

梶原 （新座ｼﾞｭﾆｱ） 本間 （ﾘﾄﾙｽﾏｯｼｭ）
1

9

2

13

3

10

4

15

11

5
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19

22

7

17

8

9

18

10

23

10

15
3

6

26

14 吾妻 （ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ） 石井 （ﾘﾄﾙｽﾏｯｼｭ）
16

7

18

2
12 佐藤 （ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ） 吉田 （小川ﾄﾞﾘｰﾑ）

14

17

12 関脇 （ﾘﾄﾙｽﾏｯｼｭ） 大庭 （春日部白翔） 中野 （本庄ｼｬﾄﾙｽﾀｰ）

15 近藤 （蓮田サウス）今井 （行田バド）

25
田嶋 （小川ﾄﾞﾘｰﾑ）

 新井（ＢＢＣ）

小林 （ﾘﾄﾙｽﾏｯｼｭ）

関田 （出羽タン）

11

齋藤 （庄和ｼｬﾄﾙｽﾞ） 谷野 （志木ｼﾞｭﾆｱ）

22 寺田 （久喜ｼﾞｭﾆｱ）

24

永松 （都幾川ｼｬﾄﾙｽﾞ）

高田 （三郷ﾀﾞｯｸｽ） 大熊 （鳩ヶ谷ｳｨﾝｸﾞｽ）

多度津（TEAMｼﾞｭﾆｱ） 山下 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ）25 田中 （上尾ｼﾞｭﾆｱ）

26 野中 （ﾋﾞｯｷｰｽﾞ）

27 黒川 （春日部白翔） 森川 （新座ｼﾞｭﾆｱ）

23

伊東 （所沢ｼﾞｭﾆｱ）

20 櫻井 （志木ｼﾞｭﾆｱ） 澤柳 （じゃﾊﾟﾝﾀﾞ） 黒羽 （上里ｼﾞｭﾆｱ）

Ｂブロック

11 加賀谷（蓮田サウス） 安藤 （庄和ｼｬﾄﾙｽﾞ）

17

16 松戸 （所沢ｼﾞｭﾆｱ） 武藤（川口朝日） 橋本 （三郷ﾀﾞｯｸｽ）

日野原（三郷ﾀﾞｯｸｽ） 野村 （久喜ABC） 宮﨑 （加須ｽﾀｰｽﾞ）

田中 （所沢ｼﾞｭﾆｱ） 長澤 （上尾ｼﾞｭﾆｱ）

21 辻 （ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ） 髙山 （羽生Ｊｒ）

星野 （大宮ｳｨﾅｰｽﾞ） 染谷 （志木ｼﾞｭﾆｱ） 益子 （蓮田サウス）

16
6 大鐘 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ） 野島 （TEAMｼﾞｭﾆｱ） 池谷 （所沢ｼﾞｭﾆｱ）

6
7 高橋 （鳩ヶ谷ｳｨﾝｸﾞｽ） 赤星 （ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ） 吉田 （春日部白翔）

13

景方 （志木ｼﾞｭﾆｱ）15

5

15

1 高津 （春日部白翔） 坂村 （小川ﾄﾞﾘｰﾑ） 間々田（上里ｼﾞｭﾆｱ）
4

2

今村 （ＳＧＡ）

和田 （ｼｬﾄﾗｰｽﾞ）

湯本 （志木ｼﾞｭﾆｱ）

成田 （大宮ｳｨﾅｰｽﾞ） 井上 （羽生Ｊｒ）

1
3 髙山 （TEAMｼﾞｭﾆｱ） 青木 （羽生Ｊｒ） 伊藤 （ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ） 12

4 堀口 （ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ） 渡邊 （新座ｼﾞｭﾆｱ）
5

5 小森 （ﾋﾞｯｷｰｽﾞ） 栗原 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ）

川﨑 （ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ）

17 吉川 （TEAMｼﾞｭﾆｱ） 姫井 （本庄ｼｬﾄﾙｽﾀｰ）

武正 （本庄ｼｬﾄﾙｽﾀｰ）

11 黒川 （上里ｼﾞｭﾆｱ） 阿部 （川口朝日）

田島 （三郷ﾀﾞｯｸｽ） 徳富 （久喜ｼﾞｭﾆｱ） 金子 （蓮田サウス）

稲川 （大宮ｳｨﾅｰｽﾞ）

Ｂブロック

鴨田 （久喜ABC）

14 大塚 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ） 長島 （ﾘﾄﾙｽﾏｯｼｭ）

山北 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ） 川田 （春日部白翔） 砂田 （上里ｼﾞｭﾆｱ）

工藤 （久喜ｼﾞｭﾆｱ）

16

5 細井 （ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ） 細川 （新座ｼﾞｭﾆｱ） 中村 （行田バド）

宇田野（ＳＧＡ）

11

21

宮城 （三郷ﾀﾞｯｸｽ）  高野（ＢＢＣ） 小野 （志木ｼﾞｭﾆｱ）

垣内 （所沢ｼﾞｭﾆｱ） 菅原 （ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ） 二宮 （春日部白翔）

松尾 （久喜ABC）

髙橋 （出羽タン） 尾崎 （ＳＧＡ） 猪俣 （久喜ｼﾞｭﾆｱ）

金沢 （ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ）

20

2

18

関野 （上尾ｼﾞｭﾆｱ）

山北 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ）

林 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ）  橋本（ＢＢＣ）

東良 （春日部白翔） 菊池 （川口朝日）

石川 （所沢ｼﾞｭﾆｱ） 河原 （都幾川ｼｬﾄﾙｽﾞ） 柴田 （羽生Ｊｒ）

小野 （飯能ｼｬﾄﾙ） 神山 （上尾ｼﾞｭﾆｱ） 阿部 （志木ｼﾞｭﾆｱ）

萩原 （鳩ヶ谷ｳｨﾝｸﾞｽ）

10
8

9

森田 （蓮田サウス）

8 五十嵐（本庄ｼｬﾄﾙｽﾀｰ） 井田 （上里ｼﾞｭﾆｱ） 徳永 （加須ｽﾀｰｽﾞ）

9 篠原 （志木ｼﾞｭﾆｱ） 平山 （ＳＧＡ） 小嶋 （出羽タン）

久保田（志木ｼﾞｭﾆｱ） 新井 （羽っ子熊谷） 知念 （三郷ﾀﾞｯｸｽ）

13 小川 （春日部白翔） 新津 （本庄ｼｬﾄﾙｽﾀｰ）

24

14

4

12

1
3

19

2

1

4

13
6

3
7 鈴木 （TEAMｼﾞｭﾆｱ） 中川 （春日部白翔）

伊藤 （飯能ｼｬﾄﾙ）

13

木村 （久喜ｼﾞｭﾆｱ）

8 小林 （ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ） 加藤 （ﾋﾞｯｷｰｽﾞ） 中村 （久喜ABC）

9 沼田 （出羽タン） 飯塚 （上里ｼﾞｭﾆｱ） 細谷 （所沢ｼﾞｭﾆｱ）

10 岡田 （三郷ﾀﾞｯｸｽ）  原田（ＢＢＣ） 篠崎 （久喜ｼﾞｭﾆｱ）

19 渡辺 （本庄ｼｬﾄﾙｽﾀｰ） 塩澤 （春日部白翔） 尾関 （ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ）

18
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24
31 八藤後（TEAMｼﾞｭﾆｱ） 北郷 （ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ） 諏訪 （幸手白翔）

16
32 松岡 （蓮田サウス）

26

7
飯塚 （ＳＧＡ） 土屋 （ﾋﾞｯｷｰｽﾞ）

20

8
16 小笠原（志木ｼﾞｭﾆｱ） 萩 （ﾋﾞｯｷｰｽﾞ） 新井 （ＳＧＡ）

Ｂブロック

3

18

4

29

5

19

6

1

17

2

21 射越 （上尾ｼﾞｭﾆｱ） 大森 （本庄ｼｬﾄﾙｽﾀｰ）

大鐘 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ） 鈴木 （久喜ABC） 平山 （ＳＧＡ）

27 渡邊 （ＳＧＡ） 岩渕 （ﾋﾞｯｷｰｽﾞ） 武山 （都幾川ｼｬﾄﾙｽﾞ）

28 鶴田 （三郷ﾀﾞｯｸｽ） 菅生 （新座ｼﾞｭﾆｱ） 山口 （春日部白翔）

29

26 内田 （行田バド） 清水 （ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ） 磯部 （上尾ｼﾞｭﾆｱ）

24 垣内 （所沢ｼﾞｭﾆｱ） 篠田 （三郷ﾀﾞｯｸｽ） 荒井（久喜ABC）

25 門倉 （小川ﾄﾞﾘｰﾑ） 田中 （上里ｼﾞｭﾆｱ） 関根 （羽っ子熊谷）

15 新井 （羽っ子熊谷）

四方 （じゃﾊﾟﾝﾀﾞ） 島田 （上尾ｼﾞｭﾆｱ）

18 川原 （出羽タン） 坂原 （鳩ヶ谷ｳｨﾝｸﾞｽ） 千葉 （ＳＧＡ）

19 榎本（ﾋﾞｯｷｰｽﾞ） 杉田 （川口朝日）  成澤（ＢＢＣ）

20 妹尾 （三郷ﾀﾞｯｸｽ）

宇根 （行田バド）

13 廣田 （三郷ﾀﾞｯｸｽ） 荒井 （川口朝日） 増田ゆ（羽生Ｊｒ）

11 小島 （ＳＧＡ） 服部 （ﾋﾞｯｷｰｽﾞ） 中澤 （ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ）

12 関口 （小川ﾄﾞﾘｰﾑ） 藤原 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ）

白鳥 （春日部白翔） 伊藤 （久喜ABC）

石井 （春日部白翔）

8 池田 （蓮田サウス） 大木 （志木ｼﾞｭﾆｱ） 松永 （久喜ｼﾞｭﾆｱ）

9 塚田 （大宮ｳｨﾅｰｽﾞ） 高木 （上尾ｼﾞｭﾆｱ）

森 （鶴ヶ島Ａｎｇｅｌｓ） 星野（TEAMｼﾞｭﾆｱ）

鶴田 （TEAMｼﾞｭﾆｱ）

4 長沼 （上尾ｼﾞｭﾆｱ） 田川 （久喜ABC）

10 永尾 （本庄ｼｬﾄﾙｽﾀｰ） 甚野 （所沢ｼﾞｭﾆｱ） 藤本 （じゃﾊﾟﾝﾀﾞ）

3 扇谷 （ﾋﾞｯｷｰｽﾞ） 大和田（加須ｽﾀｰｽﾞ）

2

7 椎名 （三郷ﾀﾞｯｸｽ） 高谷 （羽生Ｊｒ） 米倉 （ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ）

和田 （春日部白翔） 渡辺 （ﾋﾞｯｷｰｽﾞ） 大橋 （ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ）

6 福島 （小川ﾄﾞﾘｰﾑ） 林田 （ＳＧＡ） 高田 （上尾ｼﾞｭﾆｱ）

5

寺澤 （ＳＧＡ）

島田 （上里ｼﾞｭﾆｱ）

小林 （新座ｼﾞｭﾆｱ）

25

1 中根 （所沢ｼﾞｭﾆｱ）

佐原 （ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ）

14

31

27

11

22

12

30

13

23

島﨑 （小川ﾄﾞﾘｰﾑ）

21

10

9
新井 （ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ） 増田信 （羽生Ｊｒ）

山根 （ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ） 久保田（久喜ｼﾞｭﾆｱ）22

28

15

14 皆木 （ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ）

30 志賀 （志木ｼﾞｭﾆｱ） 沖田 （羽生Ｊｒ） 安宅 （ﾋﾞｯｷｰｽﾞ）

田中 （加須ｽﾀｰｽﾞ）

栗城 （ﾋﾞｯｷｰｽﾞ）

23 平岡 （志木ｼﾞｭﾆｱ） 朴 （ＳＧＡ） 福家 （加須ｽﾀｰｽﾞ）

17


