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48　48　48　48　矢尾板 駿矢尾板 駿矢尾板 駿矢尾板 駿
（ＴＤＵ）（ＴＤＵ）（ＴＤＵ）（ＴＤＵ）

49　49　49　49　和氣村 龍也和氣村 龍也和氣村 龍也和氣村 龍也
（（（（愛宕中愛宕中愛宕中愛宕中））））

41　41　41　41　中島中島中島中島
（（（（一般一般一般一般））））

42　42　42　42　山田 智嗣山田 智嗣山田 智嗣山田 智嗣
（（（（守谷守谷守谷守谷クラブクラブクラブクラブ））））

43　43　43　43　白井 裕二白井 裕二白井 裕二白井 裕二
（（（（茨城高専茨城高専茨城高専茨城高専））））

23　23　23　23　外塚 来紀外塚 来紀外塚 来紀外塚 来紀
（（（（御所中御所中御所中御所中））））

24　24　24　24　志村 祐二志村 祐二志村 祐二志村 祐二
（（（（守谷守谷守谷守谷クラブクラブクラブクラブ））））

15　15　15　15　石堂 治石堂 治石堂 治石堂 治
（（（（守谷守谷守谷守谷クラブクラブクラブクラブ））））

16　16　16　16　鈴木 秀文鈴木 秀文鈴木 秀文鈴木 秀文
（（（（守谷守谷守谷守谷クラブクラブクラブクラブ））））

17　17　17　17　佐々木 圭介佐々木 圭介佐々木 圭介佐々木 圭介
（（（（愛宕中愛宕中愛宕中愛宕中））））

18　18　18　18　堀 昌洋堀 昌洋堀 昌洋堀 昌洋
（ＪＰ）（ＪＰ）（ＪＰ）（ＪＰ）

19　19　19　19　早坂 拓斗早坂 拓斗早坂 拓斗早坂 拓斗
（（（（御所中御所中御所中御所中））））

20　20　20　20　有留 秀樹有留 秀樹有留 秀樹有留 秀樹
（（（（愛宕中講師愛宕中講師愛宕中講師愛宕中講師））））

21　21　21　21　星野 颯太星野 颯太星野 颯太星野 颯太
（（（（けやきけやきけやきけやき中中中中））））

22　22　22　22　小林 禎小林 禎小林 禎小林 禎
（（（（ちーむよしみちーむよしみちーむよしみちーむよしみ））））

1　1　1　1　久保田久保田久保田久保田
（（（（一般一般一般一般））））

2　2　2　2　藤沼 寛信藤沼 寛信藤沼 寛信藤沼 寛信
（（（（御所中御所中御所中御所中））））

3　3　3　3　小幡 勇淳小幡 勇淳小幡 勇淳小幡 勇淳
（（（（御所中御所中御所中御所中））））

13　13　13　13　中津 卓治中津 卓治中津 卓治中津 卓治
（（（（御所中御所中御所中御所中））））

14　14　14　14　瀬尾 和男瀬尾 和男瀬尾 和男瀬尾 和男
（（（（守谷守谷守谷守谷クラブクラブクラブクラブ））））

6　6　6　6　佐藤 直人佐藤 直人佐藤 直人佐藤 直人
（（（（守谷守谷守谷守谷クラブクラブクラブクラブ））））

4　4　4　4　工藤 翔工藤 翔工藤 翔工藤 翔
（（（（御所中御所中御所中御所中））））

5　5　5　5　山田 和輝山田 和輝山田 和輝山田 和輝
（（（（守谷守谷守谷守谷クラブクラブクラブクラブ））））

12　12　12　12　寺田 敬寺田 敬寺田 敬寺田 敬
（（（（守谷守谷守谷守谷クラブクラブクラブクラブ））））

7　7　7　7　桂川 和広桂川 和広桂川 和広桂川 和広
（（（（一般一般一般一般））））

8　8　8　8　清水 幸太郎清水 幸太郎清水 幸太郎清水 幸太郎
（（（（守谷守谷守谷守谷クラブクラブクラブクラブ））））

9　9　9　9　小林 昂大小林 昂大小林 昂大小林 昂大
（（（（愛宕中愛宕中愛宕中愛宕中））））

10　10　10　10　尾形尾形尾形尾形
（（（（守谷守谷守谷守谷クラブクラブクラブクラブ））））

11　11　11　11　本名 浩本名 浩本名 浩本名 浩
（（（（ちーむよしみちーむよしみちーむよしみちーむよしみ））））

33　33　33　33　田島 由一田島 由一田島 由一田島 由一
（（（（けやきけやきけやきけやき中中中中））））

40　40　40　40　土田 泰裕土田 泰裕土田 泰裕土田 泰裕
（（（（守谷守谷守谷守谷クラブクラブクラブクラブ））））
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３－１

36　36　36　36　中野 純樹中野 純樹中野 純樹中野 純樹
（（（（守谷守谷守谷守谷クラブクラブクラブクラブ））））

37　37　37　37　台信 俊輔台信 俊輔台信 俊輔台信 俊輔
（（（（けやきけやきけやきけやき中中中中））））

38　38　38　38　長田 尚之長田 尚之長田 尚之長田 尚之
（（（（守谷守谷守谷守谷クラブクラブクラブクラブ））））

39　39　39　39　大山 真幸大山 真幸大山 真幸大山 真幸
（（（（SMCTTCSMCTTCSMCTTCSMCTTC））））

50　50　50　50　石塚 浩一石塚 浩一石塚 浩一石塚 浩一
（（（（守谷守谷守谷守谷クラブクラブクラブクラブ））））

51　51　51　51　増山 悠人増山 悠人増山 悠人増山 悠人
（（（（愛宕中愛宕中愛宕中愛宕中））））

54　54　54　54　早坂 直斗早坂 直斗早坂 直斗早坂 直斗
（（（（御所中御所中御所中御所中））））

55　55　55　55　張本 宇辰張本 宇辰張本 宇辰張本 宇辰
（（（（渋谷幕張中渋谷幕張中渋谷幕張中渋谷幕張中））））

44　44　44　44　屋代 英昭屋代 英昭屋代 英昭屋代 英昭
（（（（守谷守谷守谷守谷クラブクラブクラブクラブ））））

45　45　45　45　飯島 浩輔飯島 浩輔飯島 浩輔飯島 浩輔
（（（（守谷守谷守谷守谷クラブクラブクラブクラブ））））

46　46　46　46　目黒目黒目黒目黒
（（（（一般一般一般一般））））

47　47　47　47　小林 竜也小林 竜也小林 竜也小林 竜也
（（（（ちーむよしみちーむよしみちーむよしみちーむよしみ））））

29　29　29　29　関根 大輝関根 大輝関根 大輝関根 大輝
（（（（愛宕中愛宕中愛宕中愛宕中））））

30　30　30　30　菊地 朝陽菊地 朝陽菊地 朝陽菊地 朝陽
（（（（愛宕中愛宕中愛宕中愛宕中ＯＢ）ＯＢ）ＯＢ）ＯＢ）

31　31　31　31　早坂 暢晃早坂 暢晃早坂 暢晃早坂 暢晃
（（（（愛宕中愛宕中愛宕中愛宕中））））

32　32　32　32　片山 一郎片山 一郎片山 一郎片山 一郎
（（（（守谷守谷守谷守谷クラブクラブクラブクラブ））））

34　34　34　34　平井 陽平井 陽平井 陽平井 陽
（（（（守谷守谷守谷守谷クラブクラブクラブクラブ））））

35　35　35　35　小松崎 久志小松崎 久志小松崎 久志小松崎 久志
（（（（御所中御所中御所中御所中））））

56　56　56　56　山田 重人山田 重人山田 重人山田 重人
（（（（守谷守谷守谷守谷クラブクラブクラブクラブ））））

25　25　25　25　佐藤佐藤佐藤佐藤　　　　汰一汰一汰一汰一
（（（（御所中御所中御所中御所中））））

26　26　26　26　小野寺 貴大小野寺 貴大小野寺 貴大小野寺 貴大
（（（（一般一般一般一般））））

27　27　27　27　古谷 淳一古谷 淳一古谷 淳一古谷 淳一
（（（（御所中顧問御所中顧問御所中顧問御所中顧問））））

28　28　28　28　坂 一美坂 一美坂 一美坂 一美
（（（（守谷守谷守谷守谷クラブクラブクラブクラブ））））

52　52　52　52　北原 文江北原 文江北原 文江北原 文江
（（（（守谷守谷守谷守谷クラブクラブクラブクラブ））））

53　53　53　53　佐久間佐久間佐久間佐久間
（（（（一般一般一般一般））））
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