
 

寺内 彪雅 石井 敦也
小川 雄基 毛部川 遼

永野 新大 慶野 凌碧
臼井 陸人 安藤 悠紀

岩下 幸輝 橋本 誠生
青木 脩杜 高橋 悠人

髙野 晃佑 寺内 比呂
鮎田 琥太朗 山中 秀太

白石 愛仁 輕部 真生
長島 稜晟 齋藤 一希

菊地 一成 足立 康太朗
深谷 翔琉 石下 順也

間山 寛己 松野 憲人
大関 蒼凧 山田 享広

鶴淵 伊織 設楽 望
坂本 力紀 塚田 大智

山根 琉空 土田 拳梧
真秀 春翔 畑山 鎧正

横山 颯大 五十畑 結士
栗原 悠輔 荒川 瑠希

青木  優雅 遠山 由庵
今井 琉碧 関根 大登

武井 悠真 竹内 尚徳
山越 元気 小堀 晃資

麻生 宗里 田口 歩
奥澤 櫂 中田 昇佑

橋本 慎平 七原 遼
大越 鼓太郎 栗原 颯太

松山 圭太 吉江 輝星
日下 尚哉 山内 拓誠

椎名 翼 秋山 豹我
青木 凌来 寺内 昊輝

小野 快成 小林 裕也
大島 駿也 新田 朝飛

高橋 亮瑛 関口 温哉
福田 裕紀 松本 大空摩

大塚 結太 赤堀 敢
髙瀬 航希 玉野 悠太

中村 滉 神山 大弥
古明地 慶佑 臼井 慎之輔

永野 佑真 髙橋 優也
青木 優和 磯部 連

若菜 龍ﾉ助 岡田 隼人
小林 良牟 大平 博貴

斉藤 景 渡辺 雄太
吉成 勇人 尾花 悠生

恵田 雄河 佐山 創太郎
高繁 優空 立川 大登

田中 俊丞 塚原 和哉
江田 智織 松澤 由浩

小倉 颯斗 羽山 佳汰
松本 遵世 倉井 優希

湧井 大誠 永田 遙
福嶋 斐緒 海老沼 佑京

古川 瀬名 西倉 来飛
町田 倭人 神山 響生

平澤 依吹 村田 煌志
八木橋 一慧 三田 涼真

平野 拓海 菅野 宇晃
豊田 琉誠 齋藤 稜介

清水 大馳 谷津 詢悠
後藤 颯仁 三原 佑心

大塚 虎之介 鈴木 快晴
金賀 昊 鉢村 崚介

蛭沼 一晟 笠原 匠
熊谷 日祭 小野 巧人

蘓原 勇佑 安川 羚生
中村 海凪 小久保 丞

阿部 将太 安藤 聡也
篠原 諒仁 八木下 歩夢

木村 俊介 新井 堅也
勅使河原 佑典 永藤 蓮太

甲斐 悠真 高橋 安海
葭葉 正義 淀川 晃央

海老原 玲央 堀越 匠
田所 誠也 姚 明宇

大島 陽向 川村 唯人
柏木 陽斗 大澤 侑平

小川 真一郎 今成 哲太
横倉 楓馬 金山 政宗

大竹 智貴 西山 駿平
内田 拓斗 関 優太

植木 宏侑 畠山 瑞輝
水野 ﾏｲｱ 新村 龍花

茅嶋 氷侑 杉山 蓮
川田 由己 細越 大跳

山木 塁斗 葛生 侑樹
北原 一路 新宮 颯一郎

原 真聖 初谷 柊太
矢島 稜大 佐藤 里玖

鈴木 陽 磯部 太一
松沼 達也 大橋 泰智

加藤 漣 大美賀 結良
矢島 笙太郎 戸部 優介

日高 玲皇 関口  來希
遠藤 飛陽 板橋  碧

松本 昇大 蝦名 偉月
村上 大虎 田沼 幸人

板橋 巧実 小川 大稀
薄根 大貴 内藤 涼太

伊東 波琉 鶴見 真大
大島 伸心 中田 知希

森下 空 櫻井 颯人
坂本 愛翔 石田 晴哉

松本 海都 静谷 健吾
長江 大輝 七原 ｶｳｨﾝﾗｳｨ

和田 詢平 岡村 栄駿
上岡 歩夢 浅沼 翔也

永瀬 輝 大橋 春仁
木村 洋隆 加藤 一護

鈴木 雄翔 海野 煌太
富樫 優大 小林 祐己

期日：令和５年１月30日(月)

場所：マルワアリーナとちぎ
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