
抽選番号 チーム名 抽選番号 チーム名
1 西袋少年野球部 八潮市 福井 信一 若松 邦男 59 鷲越タイガースナイン 越谷市 ◎ 金田 信彦 ◎ 久保田 和夫
2 内牧少年野球クラブ 春日部市 ◎ 山口　勝治 永井　猛 60 早稲田少年野球クラブ 三郷市 染谷　慶 ◎ 引田　肇
3 北友コンドルズ 草加市 相澤 忠 山口 賢太郎 61 二小クラブ 江戸川区 岡野 国雄 須藤 浩崇
4 長島ビーバーズ 江戸川区 ◎ 渡辺 行雄 吉岡 学 62 六木ライダース 足立区 村越 純一 矢澤 哲二
5 戸ヶ崎ジャイアンツ 三郷市 岩瀬 健児 鷹林 希典 63 八幡メッツ 草加市スポ少 ◎ 西久保 英樹 村松 裕之
6 上野クラブ 台東区 ◎ 五十嵐 英倫 原田 高行 64 中尾ライガース さいたま市浦和 ◎ 根上 義雄 中川 晃一
7 青柳バッファローズ 草加市スポ少 ◎ 上野 悦雄 長山 和弘 65 大曽根東ファイターズ 八潮市 穴澤 栄司 池田 大輔
8 辻少年野球部 川口市鳩ヶ谷 増田 浩一 嶋村 康一 66 西原フレンズ さいたま市大宮岩槻 ◎ 笹谷 明 中野 栄二
9 長栄タイガース 草加市 ◎ 村上 信一 川又 繁之 67 金杉ミリオンズ 松伏町 小林 喜久 望月 正行
10 戸田リトルジャイアンツ 戸田市 大原 弘光 御園 圭一 68 幸房スターズ 三郷市 北館 正彦 戸野村 英夫
11 赤山カージナルス 越谷市 ◎ 椎名 正 ◎ 有馬 秀樹 69 北谷ドラゴンズ 草加市 ◎ 松葉 則雄 ◎ 斎藤 幹夫
12 大原少年野球部 八潮市 布川 正人 林 富士雄 70 葛西ユニオンズ 江戸川区 池田 捷次 高橋 章二
13 江戸川ファイターズ 江戸川区 ◎ 工藤 聡 柳田 茂樹 71 鐘ヶ淵イーグルス 墨田区 荒井 梅沢
14 吹上クラブコメッツ 三郷市 永井 昭彦 ◎ 工藤 昭 72 南越レッズ 越谷市 ◎ 吉田 省三 徳重 勇一
15 足立ビッグウェーブス 足立区 ◎ 青木　宏泰 中川　俊史 73 戸田南サンダース 戸田市 ◎ 大島　秀雄 内野　浩文
16 新田少年野球 草加市スポ少 ◎ 神保 幸雄 大黒 文彦 74 葛飾アニマルズ 葛飾区 ◎ 菊池 幸夫 渡辺 俊介
17 宮本ジャイアンツ 越谷市 ◎ 鈴木 修 花輪 和則 75 川口イーグルス 川口市 橋本 康義 渡邊 宏司
18 上青木少年野球クラブ 川口市 安形 活治 西盛 秀之 76 増穂ベースボールクラブ 山梨県増穂町 堀内 和野 冨士川 渉
19 松伏ファイターズ 松伏町 末柄 安夫 ◎ 水畑 文男 77 谷塚グレートジャガーズ 草加市スポ少 宮本 和範 大西 徹
20 さいたまフェニックス さいたま市大宮岩槻 ◎ 朝比奈 敬典 後藤 健治 78 竹仲 足立区 谷山 南幸 向井 徹
21 ＫＧパワーズ 江戸川区 小笠原 督 山口 太郎 79 小作田ベスターズ 八潮市 布川 淳 大山 祐二
22 吉川ストーム 吉川市 篠田 充宏 井上 祐介 80 住吉スワローズ 草加市 ◎ 磯田 清一 笹木 潤
23 戸ヶ崎ビーバーズ 三郷市 高橋　啓次 石井　健一 81 草加リトルパンサーズ 草加市 岩崎　裕司 馬場　昭二
24 新曽北ドルフィンズ 戸田市 島田 信城 小山 圭一 82 浦和ジャイアンツ さいたま市浦和 神山 敏紀 三浦 卓也
25 道祖土フェニックス さいたま市浦和 鈴木 嘉信 富永 潤一 83 三ツ和サンライズ 川口市鳩ヶ谷 仲田 宣幸 小林 宗典
26 あおぞらベースボールクラブ 草加市 ◎ 松尾 賢一 師田 衛司 84 キングライオンズ 三郷市 池田 大輔 村山 雅隆
27 南川崎ゴールデンアロー 八潮市 平出　典靖 三上　巨樹 85 喜沢ウィングス 戸田市 長谷川　賢 藤原　義和
28 桜６パワーズ 川口市鳩ヶ谷 森田 光 倉地 宏造 86 八幡シャークス 江戸川区 杉山 弘 田中 政司郎
29 草加ボーイズ 草加市 ◎ 會田 裕伺 ◎ 関 良二 87 吉川ウィングス 吉川市 ◎ 加藤 義典 堀江 豊
30 谷中ドルフィンズ 越谷市 塩野 英行 染谷 剛 88 大沢ＡＣ 越谷市 ◎ 川合 寛 岩瀬 隆
31 戸二小ジャガーズ 戸田市 有賀 ◎ 中村 89 南後谷少年野球部 八潮市 上河原 信介 藤野 剛
32 吉川ドリームズ 吉川市 佐藤 孝則 松浦 仁 90 上沖イーグルス 春日部市 ◎ 杉本 孝夫 ◎ 小西 博之
33 墨田スターズ 墨田区 ◎ 程山 篤志 鈴木 誠二 91 花栗コンドルズ 草加市 石井 雄二 吉村 努
34 常盤平ボーイズ 松戸市 久保 高弘 駒井 秀隆 92 南流ファイターズ 流山市 ◎ 田子 秀樹 ◎ 山口 俊彦
35 南町サザンクロス 蕨市 富岡 靖 津田 直哉 93 宮台野球部 市川市 岡田 正浩 平間 裕一
36 三郷イーグルス 三郷市 東海林 健三 寺田 康輔 94 三郷アストロズ 三郷市 吉野 和美 鈴木 敬
37 雷サンダース 江戸川区 ◎ 金敷 惣次 ◎ 小野寺 清 95 オレンジイーグルス 江戸川区 ◎ 大野 箴一 ◎ 坂本 清司
38 さいたまスターズ さいたま市大宮岩槻 ◎ 大友 芳一 城山 典康 96 中根ファイターズ 草加市スポ少 ◎ 平畑 要 ◎ 日向野 潔
39 友和タイガース 三郷市 ◎ 外山 豊 茂木 豊 97 八条フレンズ 八潮市 小野谷 進一 中山 國彦
40 曽谷ファイターズ 市川市 舟木　正春 小川　安男 98 早稲田スワローズ 三郷市 山口　正次 ◎ 野呂　龍三
41 八潮ホークス 八潮市 三上 康一 後藤 広 99 宮本ヤンキース 越谷市 ◎ 石崎 信男 ◎ 河村 薫
42 青柳ドラゴンズ 草加市スポ少 ◎ 大桃 哲也 赤塚 勝 100 新和ドラゴンズ さいたま市大宮・岩槻 ◎ 田口 秀紀 ◎ 小菅 康欽
43 間久里スネークス 越谷市 石井 宏明 早乙女 英寿 101 若草 墨田区 ◎ 佐藤 義憲 ◎ 川名 清治
44 舎人スポーツ少年団 足立区 ◎ 倉持 五明 飯塚 毅 102 美谷本ファイターズ 戸田市 ◎ 本多 和男 ◎ 栗原 順司
45 川口ビッグスターズ 川口市 ◎ 張替 貞仁 ◎ 納口 真一 103 宮沼ファイターズ 草加市 中出 哲司 金子 久男
46 八幡木少年野球 川口市鳩ヶ谷 長澤 勇司 田中 勝 104 三郷ヤンガース 三郷市 須賀 仁 上條 高広
47 翼少年野球 草加市 酒井 泰樹 堀切 英一 105 扇ターキーズ 足立区 対馬 光謙 白勢 孝康
48 金町ジャイアンツ 葛飾区 ◎ 鈴木 浩之 ◎ 細谷 成宣 106 本四キッズファイヤーズ 川口市鳩ヶ谷 吉田 健治 鈴木 豊
49 平川レッドスターズ 市川市 天川 民生 伊藤 啓介 107 八潮スターズ 八潮市 江口 宣真 篠田 英孝
50 美女木ボーイズ 戸田市 ◎ 宮崎 光芳 佐藤 健三 108 稲荷シャークス 草加市スポ少 ◎ 早船 俊明 高橋 吉雄
51 潮止ジャイアンツ 八潮市 田澤 澄雄 大山 章吾 109 吉川グリーンズ 吉川市 葉鳥 勇治 鳥山 照正
52 レッドカイザーズ 江戸川区 ◎ 山口　尚幸 岡田　康泰 110 新栄ジャガーズ 草加市 ◎ 阿部　長生 田中　信次
53 浦和エンゼルス さいたま市浦和 ◎ 内田 徹 渋谷 昌樹 111 富士フレンドクラブ さいたま市浦和 中嶋 保夫 土屋 紀元
54 みさと団地ライオンズ 三郷市 ◎ 小林 勝紀 新藤 武士 112 新曽ボンバーズ 戸田市 ◎ 大石 進 小内 克也
55 笹目東イーグルス 戸田市 ◎ 荻原 元一 伊藤 陽出彦 113 ゴールデンウルフ 江戸川区 ◎ 佐野 勝 秦 信宏
56 海神スパローズ 船橋市 ◎ 水上 智 大沼 義彦 114 レッドファイヤーズ 越谷市 上田 幹夫 大越 詳一
57 里ヤング 川口市鳩ヶ谷 目黒 正則 西野 康司 115 幸小ジュニア 幸手市 ◎ 河本 明 西村 貴史
58 ニューダイヤフレンズ 草加市 小林 武幸 鹿志村 忠宣 116 三郷ブルーエンジェルス 三郷市 根本 英行 中村 正美

117 芝富士ジャイアンツ 川口市 武田 弘之 杉浦 敏夫


