
都道府県 市区郡

1 青木 宏統 ｱｵｷ ヒロノリ 栃木県 さくら市 ＦＣＳＦＩＤＡ

2 阿野 弘幸 アノ ヒロユキ 栃木県 日光市 今市ＦＣｱﾙｼｵｰﾈｼﾞｭﾆｱ

３ 阿部 照平 アベ ショウヘイ 栃木県 宇都宮市
城山東ＳＣ

4 荒井 信行 アライ ノブユキ 栃木県 芳賀町
芳賀南ＳＣ

5 泉谷 優 イズミタニ マサル 栃木県 那須塩原市
戸田ＦＣ

6 猪瀬 和人 イノセ カズヒト 栃木県 宇都宮市 宇大附属小SSS

7 今村 義徳 ｲﾏﾑﾗ ﾖｼﾉﾘ 栃木県 那須塩原市 稲村ＦＣ

８ 大橋 秀利 オオハシ ヒデトシ 栃木県 鹿沼市
ＦＣあわのﾚｼﾞｪﾝﾄﾞ

9 大森 実 オオモリ ミノル 栃木県 宇都宮市
西原WEST-JFC

10 岡村 達弥 オカムラ タツヤ 栃木県 高根沢町
ブルーサンダー

11 岡本 悦夫 オカモト エツオ 栃木県 矢板市
ＦＣ片岡

12 小沢 貴幸 オザワ タカユキ 栃木県 大田原市
黒羽ＦＣ

13 折笠 政敏 オリガサ マサトシ 栃木県 日光市
ＯＭＦＣ

14 加藤 浩二 ｶﾄｳ ｺｳｼﾞ 栃木県 宇都宮市
西原WEST-JFC

15 加藤 昌之 ｶﾄｳ ﾏｻﾕｷ 栃木県 足利市 北郷ＦＣ

16 神長 文隆 カミナガ フミタカ 栃木県 栃木市

17 久保寺 義弘 クボデラ ヨシヒロ 栃木県 宇都宮市
ＪＦＣカッテット白沢

18 小泉 進一 ｺｲｽﾞﾐ ｼﾝｲﾁ 栃木県 小山市
ＦＣカンピオーネ

19 甲野 淳一 コウノ ジュンイチ 栃木県 宇都宮市
西原WEST-JFC

20 桜井 秀樹 サクライ ﾋﾃﾞｷ 栃木県 栃木市 ＦＣ部屋

21 佐藤 高師 サトウ タカシ 栃木県 市貝町
赤羽ＳＳＳ

22 佐藤 誠幸 サトウ ﾏｻﾕｷ 栃木県 足利市 JFC足利ﾗﾄｩｰﾙ

23 杉内 佑 スギウチ ユウ 栃木県 下野市 石橋ＦＣ

24 鈴木 浩之 スズキ ヒロユキ 栃木県 大田原市
須賀川ＦＣ

25 須藤 彰久 ストウ アキヒサ 栃木県 小山市
大谷東ＦＣ

26 諏訪 健二 スワ ケンジ 栃木県 さくら市 ＦＣＳＦＩＤＡ

27 関谷 哲志 セキヤ ｻﾄｼ 栃木県 矢板市
ＦＣ片岡

28 高山 英樹 ﾀｶﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ 栃木県 宇都宮市 清原SSS

29 田中 幹教 タナカ ミキノリ 栃木県 栃木市 ウーヴァＳＣ

30 塚原 貴史 ツカハラ タカシ 栃木県 さくら市 FCSFIDA

31 寺澤 寛 テラサワ ヒロシ 栃木県 宇都宮市
細谷ＳＣ

32 得能 正樹 ﾄｸﾉｳ ﾏｻｷ 栃木県 壬生町
壬生町ＪＳＣ

33 中三川 徹司 ﾅｶﾐｶﾞﾜ ﾃﾂｼﾞ 栃木県 真岡市
ＦＣ中村

34 長屋 昌行 ナガヤ ﾏｻﾕｷ 栃木県 鹿沼市 鹿沼西ＦＣ

35 中山 隼人 ナカヤマ ハヤト 栃木県 鹿沼市 ＦＣあわのﾚｼﾞｪﾝﾄﾞ

36 生井 武志 ナマイ タケシ 栃木県 小山市 間東ＦＣﾐﾗｸﾙｽﾞ

37 橋本 好一 ハシモト コウイチ 栃木県 益子町
ｸﾞﾗﾃﾞｨｵＦＣ

38 橋本 恭 ハシモト ヤスシ 栃木県 高根沢町
ブルーサンダー

39 長谷川 靖彦 ハセガワ ヤスヒコ 栃木県 栃木市 ＦＣ部屋

40 樋下田 茂夫 ヒゲタ シゲオ 栃木県 益子町
ｸﾞﾗﾃﾞｨｵＦＣ

41 福田 和也 フクダ カズヤ 栃木県 宇都宮市
ＦＣグラシアス

42 福田 修司 フクダ シュウジ 栃木県 宇都宮市

43 福田 敏行 フクダ トシユキ 栃木県 鹿沼市 鹿沼西ＦＣ

44 福地 正明 ﾌｸﾁ ﾏｻｱｷ 栃木県 壬生町 壬生町ＪＳＣ

45 藤井 輝久 フジイ テルヒサ 栃木県 塩谷町

46 三田 純一 ミタ ジュンイチ 栃木県 足利市 北郷ＦＣ

47 南澤 公哉 ミナミザワ マサヤ 栃木県 那須塩原市 共英ＦＣ

48 吉田 逸郎 ヨシダ イツオ 栃木県 鹿沼市 津田ＦＣ

49 若色 敏行 ワカイロ トシユキ 栃木県 茂木町 茂木ＦＣ
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