
No. チーム名 氏名 カナ 年齢 都道府県

A-001 齋藤　真 ｻｲﾄｳ ｼﾝ 22 栃木県

A-002 中村　優 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳ 28 栃木県

A-003 江口　濯 ｴｸﾞﾁ ﾀｸ 28 栃木県

A-004 小林　崇宏 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾋﾛ 28 栃木県

A-005 粂川　郁人 ｸﾒｶﾜ ｲｸﾄ 15 栃木県

A-006 OTR 稲見　真理 ｲﾅﾐ ﾏｻﾐﾁ 26 茨城県

A-007 藤澤　竜也 ﾌｼﾞｻﾜ ﾀﾂﾔ 25 栃木県

A-008 青木　柊龍 ｱｵｷ ｼｭｳﾀ 16 栃木県

A-009 伊東　拓真 ｲﾄｳ ﾀｸﾏ 17 栃木県

A-010 丹野　明智 ﾀﾝﾉ ｱｷﾄﾓ 29 栃木県

A-011 清水　翔也 ｼﾐｽﾞ ｼｮｳﾔ 19 栃木県

A-012 藤家　広大 ﾄｳｹ ｺｳﾀﾞｲ 29 栃木県

A-013 清水　翔太 ｼﾐｽﾞ ｼｮｳﾀ 26 千葉県

A-014 西川　正隼 ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾄｼ 29 栃木県

A-015 志賀　由直 ｼｶﾞ ﾖｼﾅｵ 29 茨城県

A-016 佐藤　洋祐 ｻﾄｳ ﾖｳｽｹ 28 栃木県

A-017 石井　亮太 ｲｼｲ ﾘｮｳﾀ 27 茨城県

A-018 チームWADA 和田　良太 ﾜﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 27 栃木県

A-019 team_ing 手塚　純樹 ﾃﾂﾞｶ ｼﾞｭﾝｷ 28 栃木県

A-020 川嶋　和紀 ｶﾜｼﾏ ｶｽﾞｷ 26 神奈川県

A-021 大野　弘樹 ｵｵﾉ ﾋﾛｷ 29 栃木県

A-022 熊川　匡崇 ｸﾏｶﾜ ﾏｻﾀｶ 26 福島県

A-023 佐藤　こうま ｻﾄｳ ｺｳﾏ 17 栃木県

A-024 teamSKYBERRY 田野井　健 ﾀﾉｲ ﾏｻﾙ 29 栃木県

A-025 大舘　郁也 ｵｵﾀﾁ ﾌﾐﾔ 26 群馬県

A-026 小西　壮太郎 ｺﾆｼ ｿｳﾀﾛｳ 19 栃木県

A-027 teamSKYBERRY 中山　秦一 ﾅｶﾔﾏ ｼﾝｲﾁ 25 埼玉県

A-028 高橋　城太郎 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 16 宮城県

A-029 岩崎　裕人 ｲﾜｻﾞｷ ﾋﾛﾄ 23 栃木県

A-030 瀧田　正和 ﾀｷﾀ ﾏｻｶｽﾞ 29 栃木県

A-031 Divertire 湯本　剛史 ﾕﾓﾄ ﾂﾖｼ 28 福島県

A-032 大熊　航平 ｵｵｸﾏ ｺｳﾍｲ 16 栃木県

A-033 木下　英亮 ｷﾉｼﾀ ﾋﾃﾞｱｷ 23 栃木県

A-034 瓜生　和寛 ｳﾘｭｳ ｶｽﾞﾋﾛ 28 栃木県

A-035 西野軍団 西野　元基 ﾆｼﾉ ﾓﾄｷ 26 茨城県

A-036 西野軍団 西野　隼人 ﾆｼﾉ ﾊﾔﾄ 25 茨城県

A-037 曲山　拓弥 ﾏｶﾞﾘﾔﾏ ﾀｸﾔ 29 福島県

A-038 野口　隼人 ﾉｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ 26 茨城県

A-039 加藤　優貴 ｶﾄｳ ﾋﾛﾀｶ 24 栃木県

A-040 槐　三稜 ｴﾝｼﾞｭ ﾐｸﾘ 20 神奈川県

A-041 浪川　祥弘 ﾅﾐｶﾜ ﾀﾀﾞﾋﾛ 28 千葉県

A-042 team_ing 栃内　智 ﾄﾁﾅｲ ﾄﾓ 24 栃木県

A-043 江口　弘樹 ｴｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 24 栃木県



A-044 赤川　恵太 ｱｶｶﾞﾜ ｹｲﾀ 19 茨城県

A-045 高久　宏二 ﾀｶｸ ｺｳｼﾞ 27 福島県

A-046 遠藤　裕太 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ 26 福島県

A-047 佐藤　拓海 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 19 千葉県

A-048 小菅　慶一 ｺｽｹﾞ ｹｲｲﾁ 17 栃木県

A-049 荒井　遼河 ｱﾗｲ ﾘｮｳｶﾞ 17 栃木県

A-050 NAMAZU 石村　和真 ｲｼﾑﾗ ｶｽﾞﾏ 16 栃木県

A-051 高田　大地 ﾀｶﾀ ﾀﾞｲﾁ 28 千葉県

A-052 中澤　飛翔 ﾅｶｻﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ 22 福島県

A-053 伊川　潤哉 ｲｶﾜ ｼﾞｭﾝﾔ 26 東京都

A-054 本田　竜介 ﾎﾝﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 29 新潟県

A-055 佐藤　和貴 ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ 24 栃木県

A-056 近澤　雄介 ﾁｶｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 23 茨城県

A-057 岡島　颯世 ｵｶｼﾞﾏ ﾊﾔｾ 21 栃木県

A-058 田中　健志 ﾀﾅｶ ｹﾝｼ 28 神奈川県

A-059 チームWADA 中嶋　秀成 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾅﾘ 25 栃木県

A-060 小池　泰樹 ｺｲｹ ﾔｽｷ 24 茨城県

A-061 チームがっから 斎藤　友宏 ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ 27 栃木県

A-062 チームがっから 清水　剛 ｼﾐｽﾞ ﾀｹｼ 26 栃木県

A-063 チームがっから 笹谷　修太郎 ｻｻﾔ ｼｭｳﾀﾛｳ 27 栃木県

A-064 チームがっから 大柿　勇人 ｵｵｶﾞｷ ﾊﾔﾄ 27 栃木県

A-065 オンザロード 加藤　悠貴 ｶﾄｳ ﾕｳｷ 25 茨城県

A-066 片山　浩平 ｶﾀﾔﾏ ｺｳﾍｲ 22 埼玉県

A-067 西畠　錦司 ﾆｼﾊﾀ ｷﾝｼﾞ 29 栃木県

A-068 会田　森 ｱｲﾀﾞ ｼﾝ 29 群馬県

A-069 石田　聖夜 ｲｼﾀﾞ ﾏｻﾔ 18 神奈川県

A-070 小川　駿胤 ｵｶﾞﾜ ﾄｼｶｽﾞ 20 千葉県

A-071 黒田　洋介 ｸﾛﾀﾞ ﾖｳｽｹ 24 栃木県

A-072 小林　剛 ｺﾊﾞﾔｼ ﾂﾖｼ 19 埼玉県

A-073 渡邊　嵩博 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 25 福島県

A-074 林　勇樹 ﾊﾔｼ ﾕｳｷ 29 東京都

A-075 阿部　隆聖 ｱﾍﾞ ﾘｭｳｾｲ 16 栃木県

A-076 山崎　宏樹 ﾔﾏｻｷ ﾋﾛｷ 29 茨城県

A-077 βエンドルフィン 長倉　慎之介 ﾅｶﾞｸﾗ ｼﾝﾉｽｹ 21 静岡県

A-078 星野　聖竜 ﾎｼﾉ ｾｲﾘｭｳ 29 栃木県

A-079 加藤　嵩裕 ｶﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 20 群馬県

A-080 B.C.宇都宮 笠原　涼太 ｶｻﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 16 栃木県

A-081 浅野　樹 ｱｻﾉ ｲﾂｷ 18 栃木県

A-082 中村　慎吾 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｺﾞ 22 東京都

A-083 塚田　涼介 ﾂｶﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 16 栃木県

A-084 柴田　優樹 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳｷ 28 群馬県

A-085 加藤　隆寛 ｶﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 29 埼玉県

A-086 桑原　渉 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾜﾀﾙ 26 千葉県

A-087 額賀　亮太郎 ﾇｶｶﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 20 岩手県



A-088 武藤　勝也 ﾑﾄｳ ｶﾂﾔ 26 宮城県

A-089 津田　哲郎 ﾂﾀﾞ ﾃﾂﾛｳ 23 埼玉県

A-090 Honda栃木 鵜飼　洋平 ｳｶｲ ﾖｳﾍｲ 29 栃木県

A-091 村田　晃一 ﾑﾗﾀ ｺｳｲﾁ 27 栃木県

A-092 高橋　道成 ﾀｶﾊｼ ﾐﾁﾅﾘ 28 群馬県

A-093 TEAM SALUTE 川越 金札　啓佑 ｶﾅﾌﾀﾞ ｹｲｽｹ 23 埼玉県

A-094 山本　大輔 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 25 茨城県

A-095 山中　健史 ﾔﾏﾅｶ ｹﾝｼﾞ 28 東京都

A-096 近藤　慶太郎 ｺﾝﾄﾞｳ ｹｲﾀﾛｳ 20 東京都

A-097 加藤　直翔 ｶﾄｳ ﾅｵﾄ 18 栃木県

A-098 ツール・ド・タケシ 貫場　友介 ﾇｷﾊﾞ ﾕｳｽｹ 28 東京都

A-099 ツール・ド・タケシ 飯田　速人 ｲｲﾀﾞ ﾊﾔﾄ 25 東京都

A-100 菊地　真郷 ｷｸﾁ ﾏｻﾄ 26 栃木県

A-101 WITT　ADRIAN ヴｨｯﾄ ｱﾄﾞﾘｱﾝ 26 茨城県

A-102 横矢　峻 ﾖｺﾔ ｼｭﾝ 15 千葉県

A-103 磯野　奨太 ｲｿﾉ ｼｮｳﾀ 19 千葉県

A-104 前田　淳紀 ﾏｴﾀﾞ ｱﾂﾉﾘ 29 埼玉県

A-105 花見　和哉 ﾊﾅﾐ ｶｽﾞﾔ 17 埼玉県

A-106 長島　教之 ﾅｶﾞｼﾏ ﾉﾘﾕｷ 29 栃木県

A-107 森　慶太 ﾓﾘ ｹｲﾀ 27 栃木県

A-108 飯田　悠人 ｲｲﾀﾞ ﾕｳﾄ 16 栃木県

A-109 岸　康一 ｷｼ ｺｳｲﾁ 21 東京都

A-110 βエンドルフィン 横山　皓則 ﾖｺﾔﾏ ｱｷﾉﾘ 21 群馬県


