
種目 氏　　　　　名 ふりがな 市町村 種目 氏　　　　　名 ふりがな 市町村

MD 飛知和 寿行 ひちわ としゆき 川口市 WD 齋藤　友喜 さいとう　ゆき 川口高校
MD 北澤 典 きたざわ つかさ さいたま市 WD 山口　愛利 やまぐち あいり 川口高校
MD 堀内 拓人 ほりうち たくと さいたま市 WD 志賀　幸子 ｼｶﾞ ｻﾁｺ 草加市

MD 高野 雅規 たかの まさき さいたま市 WD 山本　裕子 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｺ 越谷市

MD 福嶋　立樹 ふくしま　りき 深谷市 WD 醍醐　和佳 だいごわか 伊奈町

MD 藤原　優作 ふじわら ゆうさく 本庄市 WD 星　南 ほしみなみ  新座市

MD 小堀　錬 こぼり れん 行田市 WD 中條　由菜 ﾅｶｼﾞｮｳ　ﾕｳﾅ 栄高校
MD 野口　壮太 のぐち そうた 東松山市 WD 原島　彩乃 ﾊﾗｼﾏ ｱﾔﾉ 栄高校
MD 福嶋　大河 ふくしま たいが 川越市 WD 本田　胡桃 ﾎﾝﾀﾞ ｸﾙﾐ 栄高校
MD 手嶋　浩之 てしま ひろゆき 桶川市 WD 佐々木　真奈 ｻｻｷ ﾏﾅ 栄高校
MD 水口　誠太 みずぐち せいた 川越市 WD 西野　公美子 ﾆｼﾉ ｸﾐｺ 栄高校
MD 大森　千弥 おおもり ちひろ 狭山市 WD 杉並　慶子 ｽｷﾞﾅﾐ ｹｲｺ 栄高校
MD 奥山　正芳 おくやま まさよし さいたま市 WD 山根　千遥 ﾔﾏﾈ ﾁﾊﾙ 栄高校
MD 小野山　敬 おのやま たかし さいたま市 WD 花上　陽莉 ﾊﾅｳｴ　ﾋﾅﾘ 栄高校
MD 藤森　康祐 ふじもり こうすけ 文京区 WD 佐藤　くるみ ｻﾄｳ ｸﾙﾐ 栄高校
MD 溝口　敦史 みぞぐち あつし さいたま市 WD 倉島　美咲 ｸﾗｼﾏ ﾐｻｷ 栄高校
MD 間野田　尚行 まのだ　なおゆき 入間市 WD 田代　葵楓 ﾀｼﾛ ｱｲｶ 栄高校
MD 榎本　慶雄 えのもと　のりお 嵐山町 WD 矢嶋　幸 ﾔｼﾞﾏ ﾕｷ 栄高校
MD 斎藤　元伸 さいとうもとのぶ 所沢市 WD 高橋　未羽 たかはし　みう 淑徳巣鴨高校
MD 佐々木　真哉 ささき まことや 狭山市 WD 榎本　紗貴 えのもと　さき 浦和麗明高校
MD 菊地　健 きくち けん 越谷市 WD 近藤　由香利 こんどう　ゆかり 所沢市

MD 阪口　巧 さかぐち たくみ 八潮市 WD 唐牛　春香 からうし　はるか 所沢市

MD 関野　大斗 せきの ひろと 大宮東高校 WD 岡崎　真奈美 おかざき まなみ 朝霞市

MD 山本　浩輝 やまもと こうき 大宮東高校 WD 沼倉　千紘 ぬまくら ちひろ 朝霞市

MD 沼田　俊輔 ぬまた しゅんすけ 大宮東高校 WD 森川　純子 もりかわ　すみこ 上尾市

MD 沓澤　翼 くつざわ つばさ 大宮東高校 WD 福田　典子 ふくだ　のりこ さいたま市

MD 阿部　隼大 あべ しゅんた 大宮東高校 WD 飯田　真依 いいだ まい 越谷市

MD 中澤　聖也 なかざわ せいや 大宮東高校 WD 岩﨑　圭美 いわさき たまみ 越谷市

MD 北村　拳志郎 きたむら けんしろう 大宮東高校 WD 大西　敬子 おおにし けいこ さいたま市

MD 石井　優眞 いしい ゆうま 大宮東高校 WD 阿部　裕紀子 あべ ゆきこ 上尾市

MD 白井 宏明 しらい ひろあき 入間市 WD 西村　美香 にしむら みか さいたま市

MD 和田 光春 わだ みつはる 川越市 WD 髙橋　恵美 たかはし えみ 川越市

MD 栗原　康輝 くりはら　こうき さいたま市 WD 十亀　加奈江 そがめ かなえ 大宮東高校
MD 横川　碩 よこかわ　ひろし 川島町 WD 清家　萌々香 せいけ ももか 大宮東高校
MD 野口　翔平 ﾉｸﾞﾁ ｼｮｳﾍｲ 栄高校 WD 田中　優貴美 たなか ゆきみ 大宮東高校
MD 井上　翔太 ｲﾉｳｴ ｼｮｳﾀ 栄高校 WD 野口　結衣 のぐち ゆい 大宮東高校
MD 宮下　怜 ﾐﾔｼﾀ ﾚｲ 栄高校 WD 森川　奈美 もりかわ なみ 大宮東高校
MD 鈴木　悠太 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ 栄高校 WD 加藤　響 かとう ひびき 大宮東高校
MD 西田　慎一 ﾆｼﾀﾞ ｼﾝｲﾁ さいたま市 WD 石井　朱里 いしい あかり 大宮東高校
MD 高橋　和彦 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾋｺ 川口市 WD 笹島　栞菜 ささじま かんな 大宮東高校
MD 細田　幸徳 ほそだ ゆきのり 戸田市 WD 鹿毛　野乃花 かげ ののか 蓮田南中学校
MD 碓井　徳近 うすい とくちか 八潮市 WD 秋庭　夢来 あきば　むく 蓮田南中学校
MD 小堀　輝也利 こぼりきやり 行田市 WD 村上　彩 むらかみ あや 鴻巣高校
MD 長谷川　輝 はせがわひかる さいたま市 WD 富田　若葉 とみだ わかば 鴻巣高校
MD 小島　裕一 こじま ゆういち さいたま市 WD 岡田　花菜 おかだ かな 鴻巣高校
MD 森尻　勇太 もりじり ゆうた 蓮田市 WD 喜入　彩夏 きいれ あやか 鴻巣高校
MD 小林　歩 こばやし あゆみ 八潮市 WD 三好　野乃花 みよし ののか 鴻巣高校
MD 沼倉　昌明 ぬまくら まさあき 朝霞市 WD 瑶樹　里菜 たまき　りな 鴻巣高校
MD 榎本　崇志 えのもと たかし さいたま市 WD 馬詰　由美子 ﾏﾂﾞﾒ ﾕﾐｺ 所沢市

MD 北林　純 きたばやし じゅん 川口市 WD 石川　真由美 ｲｼｶﾜ ﾏﾕﾐ 川越市

MD 荒川　憲司 あらかわ けんじ 北区 WD 秋庭　美羽 あきば みう 叡明高校
MD 田中　大智 たなか だいち さいたま市 WD 手戸　愛理 てと あいり 叡明高校
MD 髙橋　栄希 たかはし　まさき 行田市 WD 関野　里真 せきの りま 叡明高校
MD 渡邊　栄睦 わたなべ　ともちか 江東区 WD 糸谷　あかり いとや あかり 叡明高校
MD 松本　英治 まつもと えいじ 上尾市 WD 重見　ゆきの しげみ ゆきの 叡明高校
MD 吉澤　潤和 よしざわ　ひろかず 上尾市 WD 草間　唯花 くさま　ゆいか 叡明高校
MD 須田　秀幸 すだ ひでゆき 草加市 WD 熊倉　舞 くまくら まい 叡明高校
MD 坂本　順 さかもと じゅん 加須市 WD 小磯　維織 こいそ いおり 叡明高校
MD 髙橋　昂汰 たかはし こうた 草加市 WD 今井　玖良々 いまい　くらら 叡明高校
MD 福田　佑樹 ふくだ ゆうき 加須市 WD 武井　ほのか たけい ほのか 叡明高校
MD 山内　哲也 やまうち てつや 三芳町 WD 佐藤　灯 さとう あかり 叡明高校
MD 佐原　弘明 さはら ひろあき 川口市 WD 荒井　菜月 あらい なつき 叡明高校
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MD 髙橋　定博 たかはし さだひろ 川越市 WD 篠山　麻衣 しのやま まい 叡明高校
MD 鍛治田　重行 かじた しげゆき 坂戸市 WD 新田　桃子 にった ももこ 叡明高校
MD 三浦 学 みうら まなぶ 北本市 WD 扇　由奈 おうぎ ゆうな 叡明高校
MD 三瓶 光紀 さんぺい みつのり さいたま市 WD 清水　美璃 しみず みり 叡明高校
MD 田中　智明 たなか　ともあき 狭山市 WD 柳井　明日実 やない あすみ 川口東高校
MD 西方　優馬 にしかた　ゆうま 狭山市 WD 田畑　明音 たばた あかね 川口東高校
MD 福田　冬弥 ふくだ　とうや 越谷市

MD 田村　幸大 たむら　ゆきひろ 所沢市

MD 島田　寛之 しまだ ひろゆき 松伏

MD 黒田　大希 くろだ ひろき 川越

MD 西田　優貴 にしだ　ひろき 越谷

MD 山田　尚 やまだ ひさし 越谷

MD 矢吹　康佑 やぶき　こうすけ 飯能市

MD 山口　紘和 やまぐち　ひろかず 越谷市

MD 須賀　晴久 すか はるひさ 越谷市

MD 八木　彬人 やぎ あきひと さいたま市

MD 神長　敬祐 かみながけいすけ 上尾市

MD 佐伯　匡斗 さえき まさと 川口市

MD 田中　利幸 たなか としゆき 戸田市

MD 川端　祥 かわばた しょう 戸田市

MD 西田　隆一郎 にしだ　りゅういちろう 鶴ヶ島市

MD 鏑木　博貴 かぶらき　ひろき 川口市

MD 佐藤　隆晴 ｻﾄｳ ﾀｶﾊﾙ 朝霞市

MD 馬詰　邦彦 ﾏﾂﾞﾒ ｸﾆﾋｺ 所沢市

MD 高橋　伸也 たかはし しんや 朝霞市

MD 岡　敬太 ｵｶ ｹｲﾀ 朝霞市

MD 鈴木　俊也 すずき　しゅんや 叡明高校
MD 郡　奏志 こおり そうし 叡明高校
MD 加藤　恵 かとう めぐみ 叡明高校
MD 郡　浩史 こおり こうし 叡明高校
MD 藤田　直己 ふじた なおき 叡明高校
MD 渡邉　翔太 わたなべ しょうた 叡明高校
MD 塚田　奏音 つかだ　かなと 叡明高校
MD 山本　一輝 やまもと かずき 叡明高校
MD 鈴木　翔馬 すずき　しょうま 叡明高校
MD 町田　笙太朗 まちだ しょうたろう 叡明高校
MD 中西　陸玖 なかにし　りく 叡明高校
MD 吾妻　健太郎 あずま けんたろう 叡明高校
MD 岩上　駿太 いわがみ　しゅんた 叡明高校
MD 岡田　秀平 おかだ しゅうへい 叡明高校
MD 佐藤　修輔 さとう しゅうすけ 叡明高校
MD 板垣　勇孝 いたがき　はやたか 叡明高校
MD 那須　唯人 なす　ゆいと 叡明高校
MD 佐藤　遥希 さとう はるき 叡明高校
MD 石井　優太 いしい　ゆうた 叡明高校
MD 室伏　紀哉 むろふし　のりや 叡明高校
MD 大津　哉太 おおつ　かなた 叡明高校
MD 佐古　和樹 さこ　かずき 越谷市

MD 石井　孝典 いしい たかのり 春日部市

MD 小原　健志 おばら たけし さいたま市

MD 下平 宗治 しもだいら もとはる 川口市

MD 原口 裕次 はらぐち ゆうじ 小川町

MD 野澤　忠永 のざわ　ただなが 国分寺市

MD 牛島　光稀 うしじま　こうき 入間市

MD 池田　隆明 いけだ　たかあき 越谷市

MD 吉田　昌弘 よしだ　まさひろ 越谷市

MD 田中　爽太 たなか そうた 鴻巣市

MD 窪田　一仁 くぼた かずと さいたま市

MD 安田　健 やすだ たける 上里町

MD 本田　悠茉 ほんだ　ゆうま 川口市



種目 氏　　　　　名 ふりがな 市町村 種目 氏　　　　　名 ふりがな 市町村

MS 大島  祥平 おおしま  しょうへい 川口市 WS 髙橋 香 たかはし かおり 所沢市

MS 北澤 典 きたざわ つかさ さいたま市 WS 前田　香織 まえだ かおり 坂戸市

MS 堀内 拓人 ほりうち たくと さいたま市 WS 山田　由紀 やまだ ゆき 蕨市

MS 高野 雅規 たかの まさき さいたま市 WS 吉澤　美幸 よしざわ みゆき 戸田市

MS 福嶋　立樹 ふくしま　りき 深谷市 WS 中條　由菜 ﾅｶｼﾞｮｳ　ﾕｳﾅ 栄高校
MS 小堀　錬 こぼり れん 行田市 WS 原島　彩乃 ﾊﾗｼﾏ ｱﾔﾉ 栄高校
MS 千葉  晃久 ちば  あきひさ 川越市 WS 本田　胡桃 ﾎﾝﾀﾞ ｸﾙﾐ 栄高校
MS 坂口  博紀 さかぐち  ひろのり 富士見市 WS 佐々木　真奈 ｻｻｷ ﾏﾅ 栄高校
MS 高見  亮太 たかみ  りょうた 入間市 WS 西野　公美子 ﾆｼﾉ ｸﾐｺ 栄高校
MS 齊藤 俊 さいとう  しゅん 所沢市 WS 杉並　慶子 ｽｷﾞﾅﾐ ｹｲｺ 栄高校
MS 内野　宏紀 うちの　こうき 川越東高校 WS 山根　千遥 ﾔﾏﾈ ﾁﾊﾙ 栄高校
MS 泉　駿風 いずみ　はやて 川越東高校 WS 花上　陽莉 ﾊﾅｳｴ　ﾋﾅﾘ 栄高校
MS 河野　樹 こうの いつき 川越東高校 WS 佐藤　くるみ ｻﾄｳ ｸﾙﾐ 栄高校
MS 鈴木　奏人 すずき かなと 川越東高校 WS 倉島　美咲 ｸﾗｼﾏ ﾐｻｷ 栄高校
MS 福嶋　大河 ふくしま たいが 川越市 WS 田代　葵楓 ﾀｼﾛ ｱｲｶ 栄高校
MS 水口　誠太 みずぐち せいた 川越市 WS 矢嶋　幸 ﾔｼﾞﾏ ﾕｷ 栄高校
MS 大森　千弥 おおもり ちひろ 狭山市 WS 飯田　真依 いいだ まい 越谷市

MS 溝口　敦史 みぞぐち あつし さいたま市 WS 岩﨑　圭美 いわさき たまみ 越谷市

MS 榎本　慶雄 えのもと　のりお 嵐山町 WS 大西　敬子 おおにし けいこ さいたま市

MS 阿部　隼大 あべ しゅんた 大宮東高校 WS 阿部　裕紀子 あべ ゆきこ 上尾市

MS 北村　拳志郎 きたむら けんしろう 大宮東高校 WS 関　里枝 せき さとえ 加須市

MS 白井 宏明 しらい ひろあき 入間市 WS 西村　美香 にしむら みか さいたま市

MS 和田 光春 わだ みつはる 川越市 WS 髙橋　恵美 たかはし えみ 　　　　　川越市

MS 熊田　圭修 ｸﾏﾀﾞ ｹｲｽｹ 栄高校 WS 大平　郁子 おおひら いくこ 草加市

MS 野口　翔平 ﾉｸﾞﾁ ｼｮｳﾍｲ 栄高校 WS 小原　浩美 おはら ひろみ さいたま市

MS 井上　翔太 ｲﾉｳｴ ｼｮｳﾀ 栄高校 WS 十亀　加奈江 そがめ かなえ 大宮東高校
MS 宮下　怜 ﾐﾔｼﾀ ﾚｲ 栄高校 WS 清家　萌々香 せいけ ももか 大宮東高校
MS 細田　幸徳 ほそだ ゆきのり 戸田市 WS 野口　結衣 のぐち ゆい 大宮東高校
MS 小堀　輝也利 こぼりきやり 行田市 WS 田中　優貴美 たなか ゆきみ 大宮東高校
MS 小島　裕一 こじま ゆういち さいたま市 WS 石井　朱里 いしい あかり 大宮東高校
MS 森尻　勇太 もりじり ゆうた 蓮田市 WS 八角　真帆 やすみ まほ 蓮田南中学校
MS 小林　歩 こばやし あゆみ 八潮市 WS 紫垣　智美 しがき ともみ さいたま市

MS 沼倉　昌明 ぬまくら まさあき 朝霞市 WS 秋庭　美羽 あきば みう 叡明高校
MS 荒川　憲司 あらかわ けんじ 北区 WS 関野　里真 せきの りま 叡明高校
MS 田中　大智 たなか だいち さいたま市 WS 糸谷　あかり いとや あかり 叡明高校
MS 松本　英治 まつもと えいじ 上尾市 WS 重見　ゆきの しげみ ゆきの 叡明高校
MS 吉澤　潤和 よしざわ　ひろかず 上尾市 WS 手戸　愛理 てと あいり 叡明高校
MS 須田　秀幸 すだ ひでゆき 草加市 WS 熊倉　舞 くまくら まい 叡明高校
MS 坂本　順 さかもと じゅん 加須市 WS 武井　ほのか たけい ほのか 叡明高校
MS 関　政和 せき まさかず 加須市 WS 今井　玖良々 いまい　くらら 叡明高校
MS 山内　哲也 やまうち てつや 三芳町 WS 佐藤　灯 さとう あかり 叡明高校
MS 佐原　弘明 さはら ひろあき 川口市 WS 荒井　菜月 あらい なつき 叡明高校
MS 髙橋　定博 たかはし さだひろ 川越市 WS 新田　桃子 にった ももこ 叡明高校
MS 三浦 学 みうら まなぶ 北本市 WS 篠山　麻衣 しのやま まい 叡明高校
MS 田中　智明 たなか　ともあき 狭山市 WS 阿部  千鶴香 あべ  ちずか 北本市

MS 西方　優馬 にしかた　ゆうま 狭山市

MS 関口　空輝 せきぐち　ひろき 鴻巣高校
MS 山口　紘和 やまぐち　ひろかず 越谷市

MS 森尻 浩聡 もりじり ひろとし さいたま市

MS 上原　尚仁 うえはらなおじ 川越市

MS 佐古　和樹 さこ かずき 越谷市

MS 田中　利幸 たなか としゆき 戸田市

MS 渡辺 壮駿 わたなべ まさとし さいたま市

MS 西田　隆一郎 にしだ　りゅういちろう 鶴ヶ島市

MS 鏑木　博貴 かぶらき　ひろき 川口市

MS 佐藤　隆晴 ｻﾄｳ ﾀｶﾊﾙ 朝霞市

MS 片岡　智也 ｶﾀｵｶ ﾄﾓﾔ 富士見市

MS 高橋　伸也 たかはし しんや 朝霞市

MS 郡　奏志 こおり そうし 叡明高校
MS 加藤　恵 かとう　めぐみ 叡明高校
MS 渡邉　翔太 わたなべ しょうた 叡明高校
MS 郡　浩史 こおり こうし 叡明高校
MS 山本　一輝 やまもと かずき 叡明高校
MS 塚田　奏音 つかだ　かなと 叡明高校
MS 鈴木　俊也 すずき　しゅんや 叡明高校
MS 藤田　直己 ふじた なおき 叡明高校
MS 鈴木　翔馬 すずき　しょうま 叡明高校
MS 町田　笙太朗 まちだ しょうたろう 叡明高校
MS 中西　陸玖 なかにし　りく 叡明高校
MS 吾妻　健太郎 あずま けんたろう 叡明高校
MS 岩上　駿太 いわがみ　しゅんた 叡明高校
MS 岡田　秀平 おかだ しゅうへい 叡明高校
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MS 佐藤　修輔 さとう しゅうすけ 叡明高校
MS 板垣　勇孝 いたがき　はやたか 叡明高校
MS 那須　唯人 なす　ゆいと 叡明高校
MS 佐藤　遥希 さとう はるき 叡明高校
MS 石井　優太 いしい　ゆうた 叡明高校
MS 室伏　紀哉 むろふし　のりや 叡明高校
MS 大津　哉太 おおつ　かなた 叡明高校
MS 下平 宗治 しもだいら もとはる 川口市

MS 原口 裕次 はらぐち ゆうじ 小川町

MS 野澤　忠永 のざわ　ただなが 武蔵越生高校
MS 牛島　光稀 うしじま　こうき 武蔵越生高校
MS 池田　隆明 いけだ　たかあき 越谷市

MS 針谷　邦泰 はりがい くにやす 桶川市


