
２年男⼦

３年男⼦

４年男⼦

1215 成⽥ (⼤宮ｳｨﾅｰｽﾞ） ⼩野寺(TEAMｼﾞｭﾆｱ） 堀⼝ (ｲｰｽﾄﾌﾚﾝﾄﾞ） 816 ⽔村 (志⽊ｼﾞｭﾆｱ）

1413 ⼩柳 (三郷ﾀﾞｯｸｽ） 猪俣 (久喜ｼﾞｭﾆｱ） ⼤倉 (庄和ｼｬﾄﾙｽﾞ） 714 井⼝ (ｼｬﾄﾙｷｯｽﾞ） 清野 (蓮⽥ｻｳｽ） ⽯川 (ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ）

岩⽥ (⼩川ﾄﾞﾘｰﾑ） 紺野 (所沢ｼﾞｭﾆｱ） ⻑⾕部(蓮⽥ｻｳｽ）

吉⽥ (⾏⽥ﾊﾞﾄﾞ） 1111 村本 (三郷ﾀﾞｯｸｽ） 秋⼭ (上尾ｼﾞｭﾆｱ） ⾦⼦遥 (出⽻ﾊﾞﾄﾞ） 612

159 中野 (鳩ヶ⾕） 知念 (三郷ﾀﾞｯｸｽ） 嶋⽥ (TEAMｼﾞｭﾆｱ） 510 渡辺 (春⽇部⽩翔） 宮⽥ (じゃﾊﾟﾝﾀﾞ）

⿇原 (⼤宮ｳｨﾅｰｽﾞ）

6 ⼭﨑 (春⽇部⽩翔） 井上 (ｼｬﾄﾗｰｽﾞ） 栗⼦ (川⼝朝⽇）

藤⼭ (TEAMｼﾞｭﾆｱ） 135 稲川 (⼤宮ｳｨﾅｰｽﾞ） 菱沼 (上尾ｼﾞｭﾆｱ） 福井 (志⽊ｼﾞｭﾆｱ） 3
107 ⼭﨑 (TEAMｼﾞｭﾆｱ） ⾦⼦碧 (出⽻ﾊﾞﾄﾞ） 関⼝ (久喜ABC） 48 渡辺 (三郷ﾀﾞｯｸｽ） 阿部 (ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ）

93 横沢 (ｼｬﾄﾙｷｯｽﾞ） 冨岡 (嵐⼭ｼﾞｭﾆｱ） 鈴⽊ (鴻巣ﾘﾄﾙ） 24 ⽷⾕ (三郷ﾀﾞｯｸｽ） ⾦⼦ (じゃﾊﾟﾝﾀﾞ）

12 ⼩堀 (⾏⽥ﾊﾞﾄﾞ） ⿃⽻ (春⽇部⽩翔） 清原 (三郷ﾀﾞｯｸｽ）
1 ⼭岡 (蓮⽥ｻｳｽ）

松本 (上尾ｼﾞｭﾆｱ） 遠⽥ (鶴ヶ島）

6 中村 (ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ） 兼久 (三郷ﾀﾞｯｸｽ） 徳増 (⼤宮ｳｨﾅｰｽﾞ）

75 伊藤 (鶴ヶ島） 飯⽥ (ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ） 三⽥ (⾏⽥ﾊﾞﾄﾞ） 3
67 守⼭ (出⽻ﾊﾞﾄﾞ） 古株 (志⽊ｼﾞｭﾆｱ） 川嵜 (鳩ヶ⾕） 48 熊⽊ (ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ） 原⼭ (久喜ABC）

53 川崎 (じゃﾊﾟﾝﾀﾞ） 熊⾕ (所沢ｼﾞｭﾆｱ） ⼤野 (久喜ABC） 24 中川 (鶴ヶ島） 井深 (⼤宮ｳｨﾅｰｽﾞ） 村上 (ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ）

稲⽣ (三郷ﾀﾞｯｸｽ） 12 津⽥ (ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ） 松⽊ (上尾ｼﾞｭﾆｱ） ⼤⼿ (ｱｯﾌﾟﾙｽﾞ）
1 栗野 (鶴ヶ島） ⼭藤 (⽻⽣ｊｒ） 清⽔ (ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ）

中⻄ (⼤宮ｳｨﾅｰｽﾞ） ⼤出 (本庄JBSS）

7 ⼭﨑 (TEAMｼﾞｭﾆｱ） ⼤澤 (ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ） 互 (春⽇部⽩翔）

⽬出 (庄和ｼｬﾄﾙｽﾞ） 86 ⽯井 (ﾋﾞｯｷｰｽﾞ） 伊東 (久喜ABC） 滝村 (鳩ヶ⾕） 4
78 森 (鶴ヶ島） 紺野 (所沢ｼﾞｭﾆｱ） ⽊村 (志⽊ｼﾞｭﾆｱ） 59 ⽯崎 (鳩ヶ⾕） 村松 (庄和ｼｬﾄﾙｽﾞ）

64 ⼩倉 (所沢ｼﾞｭﾆｱ） ⼤澤 (本庄JBSS） 伊藤 (ｱｯﾌﾟﾙｽﾞ） 35 有江 (ﾋﾞｯｷｰｽﾞ） 池上 (志⽊ｼﾞｭﾆｱ）

清⽔ (⽻っ⼦熊⾕）

1 堀⽶ (久喜ABC） 宮﨑 (春⽇部⽩翔） 植松 (鶴ヶ島） 藤岡 (所沢ｼﾞｭﾆｱ） 22 千葉 (蓮⽥ｻｳｽ） ⽯井 (上尾ｼﾞｭﾆｱ） ⼩島 (じゃﾊﾟﾝﾀﾞ） 13 後藤 (鳩ヶ⾕） 中⽥ (⼤宮ｳｨﾅｰｽﾞ）



５年男⼦ Ａブロック

６年男⼦ Ａブロック

1316 川端 (所沢ｼﾞｭﾆｱ） ⼭崎 (春⽇部⽩翔） 海⽼根(ｼｬﾄﾗｰｽﾞ）
郡 浩(上⾥ｼﾞｭﾆｱ） 中川 (鶴ヶ島） 三代 (ｼｬﾄﾙｷｯｽﾞ）

917 松村 (蓮⽥ｻｳｽ） 近藤 (久喜ｼﾞｭﾆｱ） 篠⽥ (鶴ヶ島） 林 雄(ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ）

鈴⽊ (春⽇部⽩翔） 1514 ⽣⽥⽬(ﾋﾞｯｷｰｽﾞ） ⼩林 (ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ） ⾦⼦ (出⽻ﾊﾞﾄﾞ） 815

1212 伊藤 (出⽻ﾊﾞﾄﾞ） ⼭本 (鶴ヶ島） ⽥⼝ (⽻⽣ｊｒ） 713 塚⽥ (⼤宮ｳｨﾅｰｽﾞ） 遠藤駿 (ｼｬﾄﾙｷｯｽﾞ）

611 熊⽊ (ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ） ⽬出 (庄和ｼｬﾄﾙｽﾞ） 松永 (久喜ｼﾞｭﾆｱ）
10 ⼭本 (所沢ｼﾞｭﾆｱ） 関⼝ (川⼝朝⽇） 岩⽥ (上⾥ｼﾞｭﾆｱ）

11

14

8 杉若 (所沢ｼﾞｭﾆｱ） ⽴⽯ (上⾥ｼﾞｭﾆｱ） 今井 (⾏⽥ﾊﾞﾄﾞ） 59 熊⽥ (ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ） ⼩島 (春⽇部⽩翔）
16Ｂブロック

飯塚 (⽻⽣ｊｒ）

47 福⽥ (出⽻ﾊﾞﾄﾞ） 福島 (⼩川ﾄﾞﾘｰﾑ） ⿓⽥ (江⾯ｼﾙﾊﾞｰ）

10
4 郡 奏(上⾥ｼﾞｭﾆｱ） 島⽥ (川⼝朝⽇） ⻲⼭ (⽻⽣ｊｒ） 35 星 (志⽊ｼﾞｭﾆｱ） 秋⼭ (鴻巣ﾘﾄﾙ）

根本 (鶴ヶ島）

鈴⽊ (出⽻ﾊﾞﾄﾞ）

⼤⽊ (ｼｬﾄﾗｰｽﾞ）

冨永 (久喜ｼﾞｭﾆｱ）

6 ⼋重樫(ｼｬﾄﾙｷｯｽﾞ） 関⼝ (庄和ｼｬﾄﾙｽﾞ）

22 ⿊川 (春⽇部⽩翔） 伊藤 (久喜ABC） 遠藤優 (ｼｬﾄﾙｷｯｽﾞ） 13 島根 (三郷ﾀﾞｯｸｽ）

1 内野 (鶴ヶ島）

⼤澤 (志⽊ｼﾞｭﾆｱ） ⻑⾕川(ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ） 松⽥ (Growth Family） 熊崎 (⽻⽣ｊｒ）

平⽥ (川⼝朝⽇） 1316 加藤 (出⽻ﾊﾞﾄﾞ） 窪⼭ (久喜ABC） 上⽥ (ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ） 917

1514 ⾼橋 (鳩ヶ⾕） ⼩室 (都幾川） 湯本 (志⽊ｼﾞｭﾆｱ） 815 上野 (蓮⽥ｻｳｽ） 吉⽥ (庄和ｼｬﾄﾙｽﾞ）

⽥中 (上尾ｼﾞｭﾆｱ）

11 富⽥成 (志⽊ｼﾞｭﾆｱ） 菅原 (久喜ｼﾞｭﾆｱ） ⼩⾙ (ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ）
10 平⽥ (ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ） 落合 (⼩川ﾄﾞﾘｰﾑ） 牧野 (久喜ABC）

16Ｂブロック

6
1212 ⽯崎 (鳩ヶ⾕） 鈴⽊ (嵐⼭ｼﾞｭﾆｱ） ⼤出 (本庄JBSS） 713 曽我 (所沢ｼﾞｭﾆｱ） 佐々⽊(鴻巣ﾘﾄﾙ）

利根川(庄和ｼｬﾄﾙｽﾞ）

鈴⽊ (鳩ヶ⾕） ⽯⼭ (ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ） ⾦⼦ (江⾯ｼﾙﾊﾞｰ）

佐藤 (久喜ｼﾞｭﾆｱ） 146 ⼆宮 (久喜ABC） 川崎 (じゃﾊﾟﾝﾀﾞ） 冨⼠ (BBC） 47 118 沼⽥ (出⽻ﾊﾞﾄﾞ） ⽯井 (上尾ｼﾞｭﾆｱ） 中岡 (⼤宮ｳｨﾅｰｽﾞ） 59 星 (志⽊ｼﾞｭﾆｱ） 佐々⽊(川⼝朝⽇）

10
4 福岡 (鳩ヶ⾕） 宮脇 (春⽇部⽩翔） 幡⾕ (⼩川ﾄﾞﾘｰﾑ） 35 藤岡 (所沢ｼﾞｭﾆｱ） ⼤屋 (ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ）

1 岩城 (三郷ﾀﾞｯｸｽ） 22 富⽥光 (志⽊ｼﾞｭﾆｱ） 杉浦 (本庄JBSS） ⼩野寺(久喜ｼﾞｭﾆｱ） 13 浜⽥ (蓮⽥ｻｳｽ） ⼭下 (TEAMｼﾞｭﾆｱ） 中村 (川⼝朝⽇）



２年⼥⼦

３年⼥⼦ Ａブロック

加賀⾕(蓮⽥ｻｳｽ） 星野 (⼤宮ｳｨﾅｰｽﾞ） 鶴岡 (都幾川）

⽯川 (所沢ｼﾞｭﾆｱ） 1215 沼⽥ (出⽻ﾊﾞﾄﾞ） 染⾕ (志⽊ｼﾞｭﾆｱ） ⾼⽥ (三郷ﾀﾞｯｸｽ） 816

1413 細井 (ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ） 関脇 (鴻巣ﾘﾄﾙ） ⼭下 (春⽇部⽩翔） 714 ⽥中 (上尾ｼﾞｭﾆｱ） ⼤久保(庄和ｼｬﾄﾙｽﾞ）

今村 (ＳＧＡ）

10 根本 (都幾川） 塩澤 (春⽇部⽩翔） 野中 (ﾋﾞｯｷｰｽﾞ）
9 吾妻 (ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ） 橋本 (三郷ﾀﾞｯｸｽ） ⻑澤 (上尾ｼﾞｭﾆｱ）

⾕野 (志⽊ｼﾞｭﾆｱ）
15Ｂブロック

5
1111 松⼾ (所沢ｼﾞｭﾆｱ） 澤柳 (じゃﾊﾟﾝﾀﾞ） ⻘柳 (鶴ヶ島） 612 湯本 (志⽊ｼﾞｭﾆｱ） 松尾 (久喜ABC）

107 ⿑藤 (庄和ｼｬﾄﾙｽﾞ） 神⼭ (上尾ｼﾞｭﾆｱ） ⽇野原(三郷ﾀﾞｯｸｽ） 48 ⼩林 (ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ） 鈴⽊ (TEAMｼﾞｭﾆｱ）

⿊川 (春⽇部⽩翔）

宮城 (三郷ﾀﾞｯｸｽ） 平川 (Growth Family） 関野 (上尾ｼﾞｭﾆｱ）

柴⽥ (⽻⽣ｊｒ） 93 上村 (春⽇部⽩翔） 櫻井 (志⽊ｼﾞｭﾆｱ） 渡辺 (本庄JBSS） 24 135 萩原 (鳩ヶ⾕） 林 (鶴ヶ島） 船⼾ (都幾川） 36 辻 (ｼｬﾄﾗｰｽﾞ） ⽯井 (川⼝朝⽇）

1 ⼭北 (鶴ヶ島） 安藤 (庄和ｼｬﾄﾙｽﾞ） 伊藤 (所沢ｼﾞｭﾆｱ） ⼤庭 (春⽇部⽩翔） 12 宇⽥野(ＳＧＡ） ⻑島 (都幾川）

711 伊藤 (鶴ヶ島） ⼤塚 (所沢ｼﾞｭﾆｱ） 嘉陽 (じゃﾊﾟﾝﾀﾞ）

310 川⽥ (春⽇部⽩翔） 堀⼝ (ｲｰｽﾄﾌﾚﾝﾄﾞ） 島崎 (加須ｽﾀｰｽﾞ）
9 稲川 (⼤宮ｳｨﾅｰｽﾞ） ⼋嶋 (久喜ABC） ⾼⽥沙 (三郷ﾀﾞｯｸｽ）
8 ⼤鐘 (鶴ヶ島） 影⼭ (加須ｽﾀｰｽﾞ） ⽯川 (所沢ｼﾞｭﾆｱ）
7 久保⽥(志⽊ｼﾞｭﾆｱ） 榎本 (蓮⽥ｻｳｽ） 平⼭ (ＳＧＡ）
6 ⾼橋 (鳩ヶ⾕） ⾼⽥湖 (三郷ﾀﾞｯｸｽ） ⼭﨑 (春⽇部⽩翔）

永峯 (⼤宮ｳｨﾅｰｽﾞ） 10
6

2
9

84 ⾚星 (ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ） ⾼津 (春⽇部⽩翔） 徳永 (加須ｽﾀｰｽﾞ） 55 垣内 (所沢ｼﾞｭﾆｱ） ⼤塚 (鶴ヶ島）

島⽥ (川⼝朝⽇）

1 ⼭北 (鶴ヶ島） 棚澤 (⽻っ⼦熊⾕） ⼭⽥ (鴻巣ﾘﾄﾙ） ⿑藤 (鳩ヶ⾕） 42 ⾦沢 (ｲｰｽﾄﾌﾚﾝﾄﾞ） ⾼⽊ (上尾ｼﾞｭﾆｱ） 前⽥ (ﾋﾞｯｷｰｽﾞ） 13 清原 (三郷ﾀﾞｯｸｽ） 成⽥ (⼤宮ｳｨﾅｰｽﾞ）
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⼤澤 (⽻⽣ｊｒ） 1624 村⽊ (志⽊ｼﾞｭﾆｱ） 千野 (⼩川ﾄﾞﾘｰﾑ） 遠⽥ (鶴ヶ島） 島⽥ (上⾥ｼﾞｭﾆｱ）

2022 加賀⾕(蓮⽥ｻｳｽ） 堀⽶ (久喜ABC） ⽯塚 (ﾋﾞｯｷｰｽﾞ） 823 北⼭ (ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ） 原澤 (鴻巣ﾘﾄﾙ）

2219 ⾼橋 (所沢ｼﾞｭﾆｱ） 蜂⾕ (⽻っ⼦熊⾕） 島尻 (ＳＧＡ） 1520 佐野 (鶴ヶ島） ⼩森 (蓮⽥ｻｳｽ） 池⽥ (久喜ｼﾞｭﾆｱ） 721 近藤 (ｼｬﾄﾙｷｯｽﾞ） 百川 (都幾川） 好⽥ (⼩川ﾄﾞﾘｰﾑ）

1418 ⽮嶋 (志⽊ｼﾞｭﾆｱ） ⻑ (じゃﾊﾟﾝﾀﾞ） ⾺場 (ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ）

617 ⿅⽑ (ﾋﾞｯｷｰｽﾞ） ⿊川 (上⾥ｼﾞｭﾆｱ） 佐々⽊(ＳＧＡ）
16 宮下 (鳩ヶ⾕） 平野 (庄和ｼｬﾄﾙｽﾞ） 内⽥ (ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ）
15 秋庭 (蓮⽥ｻｳｽ） ⾦⼦ (⼩川ﾄﾞﾘｰﾑ） 橋本 (川⼝朝⽇）
14 ⻘⽊ (久喜ABC） 松⼾ (所沢ｼﾞｭﾆｱ） 互 (春⽇部⽩翔）
13 中村 (鶴ヶ島） 渡辺 (加須ｽﾀｰｽﾞ） ⻲川 (ｼｬﾄﾗｰｽﾞ）

23Ｂブロック

13
5

19

1810 ⼋⾓ (蓮⽥ｻｳｽ） 佐藤 (鴻巣ﾘﾄﾙ） ⿑藤 (上⾥ｼﾞｭﾆｱ） 411 中村 (ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ） 島崎 (加須ｽﾀｰｽﾞ） 澤柳 (じゃﾊﾟﾝﾀﾞ） 1212 正⽊ (鶴ヶ島） 井元 (久喜ABC） 前⽥ (ﾋﾞｯｷｰｽﾞ）

217 ⾚崎 (志⽊ｼﾞｭﾆｱ） ⽥⼝ (都幾川） 元⽥ (蓮⽥ｻｳｽ） 118 野⼝ (ＳＧＡ） 堀⼝ (⼩川ﾄﾞﾘｰﾑ） 元永 (久喜ABC） 39 堀信 (所沢ｼﾞｭﾆｱ） 下⾒ (ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ） 渋澤 (⽻っ⼦熊⾕）

6 沼⽥ (所沢ｼﾞｭﾆｱ） ⽵﨑 (久喜ABC） ⾕野 (志⽊ｼﾞｭﾆｱ）
5 ⼭本 (鶴ヶ島） 根本 (都幾川） 鈴⽊ (ﾋﾞｯｷｰｽﾞ）
4 守⼭ (出⽻ﾊﾞﾄﾞ） 飯島 (上⾥ｼﾞｭﾆｱ） 溜 (加須ｽﾀｰｽﾞ）

後藤 (鳩ヶ⾕） 今泉 (鶴ヶ島） 17
2

10

中根 (所沢ｼﾞｭﾆｱ）

92 笠原 (⼩川ﾄﾞﾘｰﾑ） ⾺渕 (ＳＧＡ） ⽥中 (ｼｬﾄﾗｰｽﾞ） 13 河野 (蓮⽥ｻｳｽ）

14217 ⼤鐘 (鶴ヶ島） 武⼭ (都幾川） 須永 (⾏⽥ﾊﾞﾄﾞ） 1018

1 倉島 (三郷ﾀﾞｯｸｽ）

⻑沼 (上尾ｼﾞｭﾆｱ） 廣⽥ (三郷ﾀﾞｯｸｽ） 沖⽥ (⽻⽣ｊｒ）

1614 ⽯井 (ﾋﾞｯｷｰｽﾞ） ⼾沢 (⼤宮ｳｨﾅｰｽﾞ） 新井 (ｼｬﾄﾙｷｯｽﾞ） 915 熊⾕ (ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ） ⾨倉 (⼩川ﾄﾞﾘｰﾑ） 新井 (ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ）
16 池⽥ (蓮⽥ｻｳｽ） 林⽥ (ＳＧＡ） 清⽔ (⽻っ⼦熊⾕）

11 扇⾕ (ﾋﾞｯｷｰｽﾞ） 島⽥ (上⾥ｼﾞｭﾆｱ） ⽩⿃ (春⽇部⽩翔）

13 和⽥ (蓮⽥ｻｳｽ） 伊藤 (ｱｯﾌﾟﾙｽﾞ） 千葉 (ＳＧＡ）

17Ｂブロック
⼩島 (ＳＧＡ） 荒井 (川⼝朝⽇） 福島 (⼩川ﾄﾞﾘｰﾑ） 7

飯塚 (ＳＧＡ）

1312 ⼤熊 (三郷ﾀﾞｯｸｽ） 鈴⽊ (久喜ABC） 永尾 (本庄JBSS）

10

8

69 渡邉 (ＳＧＡ） ⼤森 (本庄JBSS） 中野 (蓮⽥ｻｳｽ）

156 鶴⽥ (三郷ﾀﾞｯｸｽ） 垣内 (所沢ｼﾞｭﾆｱ） 森 (鶴ヶ島） 57 ⼭根 (ｼｬﾄﾗｰｽﾞ） ⾼⾕ (⽻⽣ｊｒ）

⼩笠原(志⽊ｼﾞｭﾆｱ）

128 射越 (上尾ｼﾞｭﾆｱ） 関根 (ｼｬﾄﾙｷｯｽﾞ） 関⼝ (⼩川ﾄﾞﾘｰﾑ）

伊藤 (久喜ABC） 坂原 (鳩ヶ⾕）

服部 (ｱｯﾌﾟﾙｽﾞ） 椎名 (三郷ﾀﾞｯｸｽ） 11
4 榎本 (ﾋﾞｯｷｰｽﾞ） 島﨑 (⼩川ﾄﾞﾘｰﾑ） 杉⽥ (川⼝朝⽇） 45

32 内⽥ (⾏⽥ﾊﾞﾄﾞ） 朴 (ＳＧＡ） 川原 (出⽻ﾊﾞﾄﾞ） 13 ⼭⼝ (春⽇部⽩翔）

1 松岡 (蓮⽥ｻｳｽ）



６年⼥⼦ Ａブロック

1826 ⼭根 (所沢ｼﾞｭﾆｱ） ⽊村 (嵐⼭ｼﾞｭﾆｱ） 松村 (TEAMｼﾞｭﾆｱ） ⼩池 (ＳＧＡ）

1025 ⻑澤 (上尾ｼﾞｭﾆｱ） 杉⼭ (加須ｽﾀｰｽﾞ） ⿊瀬 (春⽇部⽩翔）

2224 熊⾕ (ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ） 三⽥絢 (⼤宮ｳｨﾅｰｽﾞ） 橋本 (BBC）
新⽥ (蓮⽥ｻｳｽ） 中井 (⾏⽥ﾊﾞﾄﾞ） 萩原 (⽻⽣ｊｒ）

⼤森 (本庄JBSS） 1722 遠藤 (ｼｬﾄﾙｷｯｽﾞ） 荒井 (川⼝朝⽇） 久國 (ｼｬﾄﾗｰｽﾞ） 923

2420 加藤 (三郷ﾀﾞｯｸｽ） 岡安 (江⾯ｼﾙﾊﾞｰ） 川井⽥(ｱｯﾌﾟﾙｽﾞ） 821 ⿃澤 (志⽊ｼﾞｭﾆｱ） ⼤⽮ (TEAMｼﾞｭﾆｱ）

1619 ⽷⾕ (三郷ﾀﾞｯｸｽ） 杉森 (久喜ｼﾞｭﾆｱ） ⾼⽥ (加須ｽﾀｰｽﾞ）

718 塚原 (ﾋﾞｯｷｰｽﾞ） 吉野 (嵐⼭ｼﾞｭﾆｱ） 原⼭ (久喜ABC）
17 冨塚 (ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ） 湊⾕ (ＳＧＡ） 島⽥ (上⾥ｼﾞｭﾆｱ）
16 飯倉 (ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ） 河野 (鴻巣ﾘﾄﾙ） ⾅⽥ (TEAMｼﾞｭﾆｱ）
15 ⻑島 (鶴ヶ島） 外村 (所沢ｼﾞｭﾆｱ） 福⽥ (都幾川）
14 本⽥ (鳩ヶ⾕） 安⻫ (本庄JBSS） 杉⽥ (川⼝朝⽇）

25Ｂブロック

15
6

21

1413 ⼭⽥ (⼩川ﾄﾞﾘｰﾑ） 中澤 (ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ） 坂本 (所沢ｼﾞｭﾆｱ）

512 浅⾒ (本庄JBSS） 中澤 (⽻⽣ｊｒ） 新保 (上尾ｼﾞｭﾆｱ）
11 関野 (ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ） 渡部 (加須ｽﾀｰｽﾞ） 三浦 (川⼝朝⽇）
10 ⼩磯 (志⽊ｼﾞｭﾆｱ） 渡邊 (TEAMｼﾞｭﾆｱ） 榎本 (ﾋﾞｯｷｰｽﾞ）
9 熊⾕ (所沢ｼﾞｭﾆｱ） 市川 (ｱｯﾌﾟﾙｽﾞ） 齋藤 (嵐⼭ｼﾞｭﾆｱ）
8 佐藤 (三郷ﾀﾞｯｸｽ） 新井 (鴻巣ﾘﾄﾙ） 福本 (ｼｬﾄﾙｷｯｽﾞ）

⼩泉 (都幾川） 今福 (TEAMｼﾞｭﾆｱ） 23
13

4
20

126 海⽼沢(ＳＧＡ） 関根 (ｼｬﾄﾙｷｯｽﾞ） 三⽥瑞 (⼤宮ｳｨﾅｰｽﾞ） 37 ⽯川 (三郷ﾀﾞｯｸｽ）

194 ⼩野⽥(TEAMｼﾞｭﾆｱ） 加川 (上⾥ｼﾞｭﾆｱ） ⼩久保(嵐⼭ｼﾞｭﾆｱ） 25 荘野 (ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ） 栗⼦ (川⼝朝⽇） 関⼝ (蓮⽥ｻｳｽ）

渡辺 (本庄JBSS）

1 ⽥中 (所沢ｼﾞｭﾆｱ） 112 齋藤 (久喜ABC） 野⾒⼭(BBC） 内⽥ (ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ） 13 萩原 (鳩ヶ⾕） 根本 (江⾯ｼﾙﾊﾞｰ）


