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ﾀｹﾀﾞ ﾛﾄﾞｾﾞﾝ 那須

1 9031 竹田 ロドゼン(1) 大田原中
ｷｸﾁ ﾊﾙﾄ 那須

2 9650 菊地 陽斗(2) 厚崎中
ｵｵﾓﾘ ｺｳｷ 那須

3 9025 大森 煌生(1) 大田原中
ﾀｶﾈｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 那須

4 9660 髙根澤 智博(2) 厚崎中
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｿｳﾀ 那須

5 9039 溝口 蒼太(1) 大田原中
ﾑﾛｲ ｻﾂｷ 那須

6 9665 室井 皐貴(1) 厚崎中
ｵｵﾀﾜﾗ ﾕｳﾄ 那須

7 9929 大田原 悠人(3) 三島中
ﾀｶﾉ ﾘﾂ 那須

8 9666 髙野 俐都(1) 厚崎中
ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾛｳ 塩谷

9 1018 松本 太郎(1) 矢板中
ﾀｼﾛ ﾚﾝ 那須

10 9651 田代 蓮(2) 厚崎中
ﾂﾂｲ ｿｳｽｲ 塩谷

11 1021 筒井 蒼彗(1) 矢板中
ｻｲﾄｳ ｺｳｾｲ 鹿沼

12 3003 齋藤 虎政(2) 粟野中
ﾎｻｶ ﾊﾙｷ 那須

13 9669 保坂 悠葵(1) 厚崎中
ｲｼﾏｷ ﾏｵﾄ 芳賀

14 69 石巻 直斗(1) 真岡東中
ﾊﾔｼ ﾋﾛ 下都

15 6886 林 洸(2) 小山城南中
ﾔﾏﾓﾄ ｿｳﾀﾛｳ 那須

16 9937 山本 蒼太朗(2) 三島中
ｺｲﾇﾏ ﾔﾏﾄ 鹿沼

17 3237 鯉沼 大和(2) 鹿沼西中
ﾁﾊﾞ ﾀﾞｲｷ 宇河

18 4517 千葉 大輝(2) 若松原中
ﾏｴﾀﾞ ﾕｳﾔ 日光

19 5361 前田 裕哉(3) 大沢中
ﾅﾗ ﾕｳｷ 那須

20 9985 奈良 優生(1) 西那須野中
ｻｶﾆｼ ﾊﾔﾄ 下都

21 6741 坂西 隼(3) 栃木東陽中
ｼﾓｼﾞｭｳ ﾘｮｳ 下都

22 6517 下重 遼(3) 大谷中
ﾎﾝﾏ ﾀｲﾁ 鹿沼

23 3238 本間 大馳(2) 鹿沼西中
ｵｵﾇｷ ｻｸﾐ 日光

24 5251 大貫 朔弥(2) 落合中
ﾜﾀﾞ ﾊﾙﾉﾌﾞ 下都

25 6351 和田 美修(2) 小山中
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾌﾐﾔ 宇河

26 4760 山口 郁也(2) 陽南中
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅﾀ 芳賀

27 257 小林 奏太(2) 中村中
ｸﾛｷ ﾀｸﾐ 宇河

28 4191 黒木 拓海(2) 泉が丘中
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ｳﾁﾔﾏ ﾋﾃﾞﾄ 佐野

1 7048 内山 瑛翔(2) 城東中
ﾌｸﾀﾞ ｻﾄﾐ 下都

2 6887 福田 鋭龍(2) 小山城南中
ｶﾐﾖｼﾊﾗ ﾏｻﾖｼ 日光

3 5011 上吉原 將能(2) 今市中
ｲｼｶﾞｷ ﾀｲﾄ 宇河

4 4235 石垣 泰門(2) 宮の原中
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾄ 塩谷

5 1118 渡邉 天翔(3) 泉中
ｲﾅﾂﾁ ｺｼﾞｭｳﾛｳ 那須

6 9940 稲土 小十郎(2) 三島中
ﾆｼｶﾞﾀ ﾀｶﾋﾃﾞ 塩谷

7 1406 西形 昂英(3) 氏家中
ﾂﾙﾐ ｱﾏﾈ 芳賀

8 261 鶴見 周(2) 中村中
ﾕﾐﾀ ﾅｵｷ 宇河

9 4757 弓田 直樹(2) 陽南中
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 那須

10 9928 渡邉 雅博(3) 三島中
ﾃﾂｶ ﾊﾙｷ 塩谷

11 1304 手塚 大樹(3) 塩谷中
ﾖｼﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 塩谷

12 1218 吉田 龍生(3) 片岡中
ﾌｸﾀﾞ ｹﾝｼﾝ 塩谷

13 1513 福田 健心(3) 阿久津中
ｻｸﾗｲ ｱﾉﾝ 那須

14 9211 櫻井 アノン(2) 黒磯北中
ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ 塩谷

15 1415 鈴木 颯太(3) 氏家中
ｻｸﾗｲ ﾊﾙﾄ 鹿沼

16 3225 桜井 陽仁(3) 鹿沼西中
ﾏﾂﾓﾄ ﾚｲｷ 芳賀

17 255 松本 澪綺(3) 中村中
ｵｶﾞﾜ ﾕｳｷ 宇河

18 4742 小川 悠希(3) 陽南中
ｾｷｸﾞﾁ ｿｳﾀ 下都

19 6684 関口 颯太(3) 栃木南中
ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｾｲ 宇河

20 4109 鈴木 琉正(3) 陽南中
ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｷﾄ 鹿沼

21 3341 遠藤 力斗(3) 鹿沼北中
ｱｸﾂ ﾄｳｷ 鹿沼

22 3165 阿久津 撞樹(3) 鹿沼東中
ｱﾅﾔﾏ ｱﾂｼ 那須

23 9010 穴山 敦士(3) 大田原中
ｵｵﾏｴ ﾕｲﾄ 宇河

24 4394 大前 結人(3) 姿川中
ﾏﾂﾀﾞ ﾄﾜ 芳賀

25 54 松田 永遠(3) 真岡東中
ｶｻｲ ｱｯｼｭ 那須

26 9011 笠井 愛珠(3) 大田原中
ｶﾀﾔﾅｷﾞ ｶｽﾞｷ 下都

27 6683 片柳 和輝(3) 栃木南中
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