
1 監　　督 岩井　隆 花咲徳栄 荒木　良仁 川越工業 辻川　正彦 浦和実業 瀧島　達也 松山

2 責任教師 本多　利治 春日部共栄 岡野　泰崇 山村学園 佐々木　秀一 大宮北 片野　飛鳥 上尾

3 コ ー チ 柴田　悠 宮代 福森　大地 鶴ヶ島清風 熊井　康二 朝霞西 板坂　将吾 深谷商業

4 コ ー チ 金子　章太郎 白岡 今井　惇平 入間向陽 佐藤　隼人 浦和麗明 高田　敬太郎 本庄東

1 選　　手 須藤　奏 春日部工 投　手 坂本　大起 豊岡 投　手 伊藤　充輝 浦和学院 投　手 竹間　康晟 熊谷 投　手

2 選　　手 一郎丸　弘輝 春日部東 投　手 増田　己太朗 川越工業 投　手 清田　光 浦和実業 投　手 小島　智也 本庄 投　手

3 選　　手 小林　嵩英 杉戸 投　手 田中　悠太 武蔵越生 投　手 岡田　良介 埼玉栄 投　手 鈴木　百太 深谷商業 投　手

4 選　　手 永松　恒平 越谷東 投　手 西山　修平 川越南 投　手 森川　晟 大宮東 投　手 田村　楓真 秩父農工科学 投　手

5 選　　手 飯島　大聖 花咲徳栄 投　手 横尾　蒼空 飯能南 投　手 平田　良輝 細田学園 投　手 岡田　侑大 熊谷工業 投　手

6 選　　手 岡安　隼 開智未来 投　手 柳川　洋 埼玉平成 投　手 後藤　脩 大宮工業 投　手 沢野　孝耀 熊谷西 投　手

7 選　　手 黒須　翔斗 鷲宮 投　手 鹿島　駿吾 山村学園 投　手 鈴木　夕稀 浦和学院 投　手 板橋　楽玖 伊奈学園総合 投　手

8 選　　手 八木　大輝 三郷工業技術 投　手 前原　智希 山村国際 投　手 上田　健輔 浦和実業 投　手 木戸脇　功樹 本庄第一 投　手

9 選　　手 松井　健 越ケ谷 捕　手 畠中　雄崇 所沢商業 捕　手 長谷川 健太 立教新座 捕　手 吉村　優輝 熊谷商業 捕　手

10 選　　手 齋藤　陽貴 昌平 捕　手 松尾　龍門 鶴ヶ島清風 捕　手 蓮實　悠人 浦和麗明 捕　手 山﨑　寛悠 秀明英光 捕　手

11 選　　手 新井　裕也 越谷西 内野手 見方　駿平 狭山清陵 捕　手 沼田　龍勇 南陵 捕　手 侭田　隼太 深谷第一 捕　手

12 選　　手 行田　奏斗 草加東 内野手 本山　朝翔 所沢 内野手 木戸　結也 大宮武蔵野 捕　手 水野　颯太 国際学院 内野手

13 選　　手 若林　巧　 草加南 内野手 夏原　由成 所沢北 内野手 本間　大晴 大宮北 内野手 西代　光璃 桶川 内野手

14 選　　手 金子　和徳 宮代 内野手 鈴木　獅子 城北埼玉 内野手 曽根　稜介 武南 内野手 山岸　裕弥 松山 内野手

15 選　　手 小山内　温音 八潮南 内野手 三上　漣 西武文理 内野手 金田　幸大 西武台 内野手 小井土　友駿 滑川総合 内野手

16 選　　手 島田　茉生 久喜北陽 内野手 柴野　嵐 入間向陽 内野手 遠田　恵果 県川口 内野手 駿河　咲希也 上尾 外野手

17 選　　手 中野　天晴 叡明 内野手 畠山　敦志 市立川越 外野手 村上　祥梧 朝霞西 内野手 田中　駿汰 正智深谷 外野手

18 選　　手 李　煕元 春日部 外野手 宮尾　泰雅 ふじみ野 外野手 鈴木　文斗 大宮南 内野手 池田　泰規 本庄東 外野手

19 選　　手 岩城　航平 越谷北 外野手 首藤　諒祐 川越東 外野手 馬淵　裕翔 浦和東 内野手 川崎　大暉 北本 外野手

20 選　　手 嘉戸　智也 越谷南 外野手 鈴木　煌磨 川口市立 外野手 寺山　壱星 東京農大三 外野手

21 選　　手 平尾　拓翔 春日部共栄 外野手 渋谷　真之介 川口青陵 外野手

22 選　　手 毛利　夢 草加西 外野手 別司　有隆 志木 外野手

23 選　　手 松尾　怜真 西武台 内野手
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