
No. チーム名 氏名 カナ 年齢 都道府県

B-001 横塚　良平 ﾖｺﾂｶ ﾘｮｳﾍｲ 30 栃木県

B-002 村田　智 ﾑﾗﾀ ｻﾄｼ 37 埼玉県

B-003 B.B.R 木田　光一 ｷﾀﾞ ｺｳｲﾁ 36 福島県

B-004 小川　侑一 ｵｶﾞﾜ ﾕｳｲﾁ 33 栃木県

B-005 若井　高志 ﾜｶｲ ﾀｶｼ 32 埼玉県

B-006 古川　修 ﾌﾙｶﾜ ｵｻﾑ 30 栃木県

B-007 鈴木　啓之 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 31 栃木県

B-008 秋元　賢治 ｱｷﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 38 栃木県

B-009 大秦野学園自転車部 富岡　雄一郎 ﾄﾐｵｶ ﾕｳｲﾁﾛｳ 36 群馬県

B-010 田中　智也 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾔ 30 静岡県

B-011 豊田　大輔 ﾄﾖﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 38 東京都

B-012 町田　進 ﾏﾁﾀﾞ ｽｽﾑ 39 栃木県

B-013 山口　智 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾄｼ 37 茨城県

B-014 人見　和幸 ﾋﾄﾐ ｶｽﾞﾕｷ 39 栃木県

B-015 中村　雄作 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｻｸ 37 茨城県

B-016 西牧　和也 ﾆｼﾏｷ ｶｽﾞﾔ 38 福島県

B-017 黒木　春喜 ｸﾛｷﾞ ﾊﾙﾖｼ 33 栃木県

B-018 江連　諒介 ｴﾂﾞﾚ ﾘｮｳｽｹ 31 栃木県

B-019 TEAM SALUTE川越 吉田　隆太 ﾖｼﾀﾞ ﾘｭｳﾀ 38 埼玉県

B-020 品川　雅之 ｼﾅｶﾞﾜ ﾏｻﾕｷ 34 茨城県

B-021 大野　努 ｵｵﾉ ﾂﾄﾑ 36 栃木県

B-022 御処野　将 ｺﾞｼｮﾉ ﾏｻｼ 36 埼玉県

B-023 寺山　直樹 ﾃﾗﾔﾏ ﾅｵｷ 36 群馬県

B-024 0831 関戸　太一 ｾｷﾄ ﾀｲﾁ 31 埼玉県

B-025 0831 吉田　周平 ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 30 埼玉県

B-026 志摩　直人 ｼﾏ ﾅｵﾄ 36 山形県

B-027 平岩　大輔 ﾋﾗｲﾜ ﾀﾞｲｽｹ 31 神奈川県

B-028 大島　佑樹 ｵｵｼﾏ ﾕｳｷ 32 栃木県

B-029 小野　正幸 ｵﾉ ﾏｻﾕｷ 34 茨城県

B-030 飯島　進一 ｲｲｼﾞﾏ ｼﾝｲﾁ 34 栃木県

B-031 宗像　祐喜 ﾑﾅｶﾀ ﾕｳｷ 31 埼玉県

B-032 角　瑞穂 ｶｸ ﾐｽﾞﾎ 32 茨城県

B-033 亀井　康平 ｶﾒｲ ｺｳﾍｲ 34 栃木県

B-034 岩渕　史博 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾌﾐﾋﾛ 38 茨城県

B-035 大柿　覚 ｵｵｶﾞｷ ｻﾄﾙ 30 栃木県

B-036 熊谷　祐二 ｸﾏｶﾞｲ ﾕｳｼﾞ 35 栃木県

B-037 白川　正樹 ｼﾗｶﾜ ﾏｻｷ 38 福島県

B-038 服部　正行 ﾊｯﾄﾘ ﾏｻﾕｷ 39 福島県

B-039 猪股　洋一郎 ｲﾉﾏﾀ ﾖｳｲﾁﾛｳ 37 福島県

B-040 工藤　正幸 ｸﾄﾞｳ ﾏｻﾕｷ 38 埼玉県

B-041 佐川　拓也 ｻｶﾞﾜ ﾀｸﾔ 30 東京都

B-042 鈴木　裕樹 ｽｽﾞｷ ﾕｳｷ 31 茨城県

B-043 大数加　崇之 ｵｵｽｶ ﾀｶｼ 38 千葉県



B-044 笹沼　徹 ｻｻﾇﾏ ﾄｵﾙ 34 栃木県

B-045 福永　貴史 ﾌｸﾅｶﾞ ﾀｶﾌﾐ 38 埼玉県

B-046 武藤　圭一朗 ﾑﾄｳ ｹｲｲﾁﾛｳ 37 栃木県

B-047 関根　寛樹 ｾｷﾈ ﾋﾛｷ 39 埼玉県

B-048 坪井　正広 ﾂﾎﾞｲ ﾏｻﾋﾛ 31 福島県

B-049 古川　修一 ﾌﾙｶﾜ ｼｭｳｲﾁ 38 福島県

B-050 水落　拓也 ﾐｽﾞｵﾁ ﾀｸﾔ 30 栃木県

B-051 team_ing 岩佐　英範 ｲﾜｻ ﾋﾃﾞﾉﾘ 37 栃木県

B-052 本橋　秀一 ﾓﾄﾊｼ ｼｭｳｲﾁ 30 栃木県

B-053 鈴木　宏明 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｱｷ 34 栃木県

B-054 倉山　英豪 ｸﾗﾔﾏ ｴｲｺﾞ 36 栃木県

B-055 渡邊　彰久 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾋｻ 31 東京都

B-056 teamSKYBERRY 印出井　一利 ｲﾝﾃﾞｲ ｶｽﾞﾄｼ 36 茨城県

B-057 河合　陽 ｶﾜｲ ｱｷﾗ 34 栃木県

B-058 teamSKYBERRY 浦沼　博 ｳﾗﾇﾏ ﾋﾛｼ 36 栃木県

B-059 teamSKYBERRY 田島　正義 ﾀｼﾞﾏ ﾏｻﾖｼ 31 群馬県

B-060 大木　慎司 ｵｵｷ ｼﾝｼﾞ 33 東京都

B-061 薄葉　幸二 ｳｽﾊ ｺｳｼﾞ 36 福島県

B-062 栗田　裕久 ｸﾘﾀ ﾋﾛﾋｻ 33 埼玉県

B-063 桜井　康博 ｻｸﾗｲ ﾔｽﾋﾛ 36 栃木県

B-064 笠松　篤史 ｶｻﾏﾂ ｱﾂｼ 33 宮城県

B-065 安在　正道 ｱﾝｻﾞｲ ﾏｻﾐﾁ 30 栃木県

B-066 大越　典明 ｵｵｺｼ ﾉﾘｱｷ 34 栃木県

B-067 手塚　芳和 ﾃﾂﾞｶ ﾖｼﾏｻ 34 栃木県

B-068 君嶋　真行 ｷﾐｼﾞﾏ ﾏｻﾕｷ 33 栃木県

B-069 若林　良太 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 38 神奈川県

B-070 西野軍団 西野　克宣 ﾆｼﾉ ﾖｼﾉﾌﾞ 30 茨城県

B-071 ヤサイマシマシ 山口　洋 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 33 東京都

B-072 井口　亮介 ｲｸﾞﾁ ﾘｮｳｽｹ 37 富山県

B-073 肥田　恭知 ﾋﾀﾞ ﾔｽﾄﾓ 34 東京都

B-074 藤本　裕 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕﾀｶ 32 神奈川県

B-075 天沼　慎二 ｱﾏﾇﾏ ｼﾝｼﾞ 37 群馬県

B-076 細見　貴幸 ﾎｿﾐ ﾀｶﾕｷ 37 群馬県

B-077 ヤサイマシマシ 成尾　政純 ﾅﾙｵ ｾｲｼﾞｭﾝ 35 神奈川県

B-078 立山　宏一 ﾀﾃﾔﾏ ｺｳｲﾁ 31 栃木県

B-079 齋藤　航 ｻｲﾄｳ ﾜﾀﾙ 30 埼玉県

B-080 渡辺　高礼 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾕｷ 37 茨城県

B-081 team_ing 神保　文晴 ｼﾞﾝﾎﾞ ﾌﾐﾊﾙ 30 栃木県

B-082 木村　努 ｷﾑﾗ ﾂﾄﾑ 36 群馬県

B-083 鈴木　康哲 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾉﾘ 35 栃木県

B-084 堀田　順 ﾎｯﾀ ｼﾞｭﾝ 38 神奈川県

B-085 手塚　修 ﾃﾂｶ ｵｻﾑ 39 栃木県

B-086 高久　拓也 ﾀｶｸ ﾀｸﾔ 32 福島県

B-087 小関　英剛 ｺｾｷ ﾋﾃﾞﾀｶ 31 東京都



B-088 山野井　祐介 ﾔﾏﾉｲ ﾕｳｽｹ 30 神奈川県

B-089 寺のおじさん 深谷　康玄 ﾌｶﾔ ﾔｽﾊﾙ 34 茨城県

B-090 朝田　次郎 ｱｻﾀﾞ ｼﾞﾛｳ 31 栃木県

B-091 高橋　浩司 ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞ 30 栃木県

B-092 相楽　誠 ｻｶﾞﾗ ﾏｺﾄ 34 東京都

B-093 佐野　隆哉 ｻﾉ ﾀｶﾔ 33 東京都

B-094 吉原　真 ﾖｼﾊﾗ ﾏｺﾄ 37 千葉県

B-095 瀬川　道晴 ｾｶﾞﾜ ﾐﾁﾊﾙ 32 東京都

B-096 山崎　孝之 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾕｷ 34 福島県

B-097 萩野谷　勝 ﾊｷﾞﾉﾔ ﾏｻﾙ 37 群馬県

B-098 香野　祐一 ｺｳﾉ ﾕｳｲﾁ 30 福島県

B-099 西條　雅之 ｻｲｼﾞｮｳ ﾏｻﾕｷ 32 千葉県

B-100 福田　幸徳 ﾌｸﾀﾞ ﾕｷﾉﾘ 37 栃木県

B-101 唐澤　直義 ｶﾗｻﾜ ﾀﾀﾞﾖｼ 33 栃木県

B-102 畠山　孝法 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾀｶﾉﾘ 30 埼玉県

B-103 井原　崇 ｲﾊﾗ ﾀｶｼ 36 栃木県

B-104 山本　忠芳 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾀﾞﾖｼ 38 茨城県

B-105 鈴木　悟 ｽｽﾞｷ ｻﾄﾙ 39 茨城県

B-106 篠田　耕造 ｼﾉﾀﾞ ｺｳｿﾞｳ 37 茨城県

B-107 須田　泰之 ｽﾀﾞ ﾔｽﾕｷ 34 栃木県

B-108 久保田　智也 ｸﾎﾞﾀ ﾄﾓﾔ 30 千葉県

B-109 土肥　桂介 ﾄﾋ ｹｲｽｹ 34 埼玉県

B-110 CERASUS 武井　克朗 ﾀｹｲ ｶﾂｱｷ 31 茨城県

B-111 鈴木　岳志 ｽｽﾞｷ ﾀｹｼ 30 神奈川県

B-112 佐々木　信人 ｻｻｷ ﾏｺﾄ 34 茨城県

B-113 佐々木　大輔 ｻｻｷ ﾀﾞｲｽｹ 32 茨城県

B-114 本多　重行 ﾎﾝﾀﾞ ｼｹﾞﾕｷ 33 栃木県

B-115 保泉　純一 ﾎｽﾞﾐ ｼﾞｭﾝｲﾁ 34 埼玉県

B-116 田中　博 ﾀﾅｶ ﾋﾛｼ 35 東京都

B-117 春山　博央 ﾊﾙﾔﾏ ﾋﾛｵ 36 埼玉県

B-118 大寺　裕輔 ｵｵﾃﾞﾗ ﾕｳｽｹ 33 埼玉県

B-119 葛生　寛征 ｸｽﾞｳ ﾋﾛﾕｷ 37 栃木県

B-120 金澤　晃太郎 ｶﾅｻﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ 33 栃木県

B-121 武田　智史 ﾀｹﾀﾞ ﾄﾓﾌﾐ 35 茨城県

B-122 青柳　尚希 ｱｵﾔｷﾞ ﾅｵｷ 30 東京都

B-123 小山　剛史 ｺﾔﾏ ﾀｹｼ 37 群馬県

B-124 ペロペロゴートちゃん 加藤　翔 ｶﾄｳ ｼｮｳ 31 神奈川県

B-125 佐藤　盛一 ｻﾄｳ ｾｲｲﾁ 37 宮城県

B-126 高橋　知正 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾏｻ 38 埼玉県

B-127 坂田　繁也 ｻｶﾀ ｼｹﾞﾔ 30 千葉県

B-128 菊田　千晴 ｷｸﾀ ﾁﾊﾙ 30 宮城県

B-129 坂本　進也 ｻｶﾓﾄ ｼﾝﾔ 37 栃木県

B-130 尾形　健裕 ｵｶﾞﾀ ﾀｹﾋﾛ 32 東京都

B-131 椎野　宏昭 ｼｲﾉ ﾋﾛｱｷ 37 埼玉県



B-132 片山　淳 ｶﾀﾔﾏ ｱﾂｼ 35 栃木県

B-133 ペロペロゴートちゃん 宇野　敬亮 ｳﾉ ﾀｶｱｷ 36 千葉県

B-134 ペロペロゴートちゃん 松　貴之 ﾏﾂ ﾀｶﾕｷ 32 東京都

B-135 飯野　則幸 ｲｲﾉ ﾉﾘﾕｷ 37 栃木県

B-136 今井　俊仁 ｲﾏｲ ﾄｼﾋﾄ 39 東京都

B-137 桑名　真也 ｸﾜﾅ ｼﾝﾔ 38 茨城県

B-138 Honda栃木 三橋　隼人 ﾐﾂﾊｼ ﾊﾔﾄ 33 栃木県

B-139 大谷　昇平 ｵｵﾀﾆ ｼｮｳﾍｲ 36 茨城県

B-140 雁部　健太郎 ｶﾞﾝﾍﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 31 新潟県

B-141 黒崎　正男 ｸﾛｻｷ ﾏｻｵ 39 埼玉県

B-142 藤田　洋平 ﾌｼﾞﾀ ﾖｳﾍｲ 37 栃木県

B-143 新出　真大 ﾆｲﾃﾞ ﾏｻﾋﾛ 37 東京都

B-144 Honda栃木 山部　大輔 ﾔﾏﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ 36 栃木県

B-145 小林　寛史 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾌﾐ 31 埼玉県

B-146 上　智 ｶﾐ ｻﾄｼ 34 茨城県

B-147 安原　裕次郎 ﾔｽﾊﾗ ﾕｳｼﾞﾛｳ 36 千葉県

B-148 寺のおじさん 宮城　嗣秀 ﾐﾔｷﾞ ﾂｸﾞﾋﾃﾞ 30 埼玉県

B-149 鱒渕　陽一 ﾏｽﾌﾞﾁ ﾖｳｲﾁ 35 栃木県

B-150 武田　清志 ﾀｹﾀﾞ ｷﾖｼ 35 東京都

B-151 成島　郁弥 ﾅﾙｼﾏ ﾌﾐﾔ 30 栃木県

B-152 永田　豪 ﾅｶﾞﾀ ｺﾞｳ 37 千葉県

B-153 トコサイ 野畑　聡志 ﾉﾊﾞﾀ ｿｳｼ 36 埼玉県

B-154 元市　裕久 ﾓﾄｲﾁ ﾋﾛﾋｻ 37 神奈川県

B-155 FEEC 伊東　聖 ｲﾄｳ ﾀｶｼ 33 茨城県

B-156 アンバランス 阿部　聡 ｱﾍﾞ ｻﾄｼ 37 埼玉県

B-157 下元　政和 ｼﾓﾓﾄ ﾏｻｶｽﾞ 30 千葉県

B-158 アンバランス 土渕　高広 ﾂﾁﾌﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ 33 埼玉県

B-159 水無　誠 ﾐｽﾞﾅｼ ﾏｺﾄ 38 茨城県

B-160 佐藤　康陽 ｻﾄｳ ﾔｽﾊﾙ 38 千葉県

B-161 鈴木　隆史 ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ 34 福島県

B-162 松浦　光紀 ﾏﾂｳﾗ ﾐﾂﾉﾘ 37 茨城県


