
1 青栁 裕 佐野市 犬伏ＦＣ 47 塩野 友和 那須烏山市 荒川FC

2 浅野 晴洋 足利市 足利南FC 48 塩野谷 忠季 小山市 FC　ONE　小山三小

3 荒川 卓也 宇都宮市 49 篠崎 智浩 真岡市 FC真岡２１ファンタジー

4 安藤 桂輔 佐野市 田沼FCリュミエールS 50 篠原 正樹 栃木市 FC部屋

5 家住 一成 鹿沼市 さつき丘SSS 51 篠原 一博 小山市 小山ウェストJFC

6 五百部 隆之 栃木市 ＦＣ部屋 52 島田 秀和 足利市 北郷千歳FC

7 伊澤 和久 小山市 FCONEカンピオーネ 53 菅又 英明 宇都宮市 宮っこSCアカデミー

8 石井 宏昌 足利市 FC富田 54 杉山 賢二 芳賀郡 芳賀南SC

9 石井 涼斗 那須塩原市 プラウド栃木FC 55 鈴木 隼巳 那須郡 AS栃木bom de bola

10 石井 倫太朗 下野市 ＪＦＣウイング 56 仙波 昭人 宇都宮市 横川中央SC

11 伊藤 康行 宇都宮市 河内SCジュべニール 57 相馬 厚志 那須塩原市 共英フットボールクラブ

12 岩井 竜也 鹿沼市 FCあわのレジェンド 58 相馬 秀高 那須塩原市 FCガナドール

13 岩岡 大作 小山市 59 相馬 平 那須塩原市 波立FC

14 岩下 真澄 芳賀郡 益子SC 60 相馬 猛 那須塩原市 那須塩原市西ＳＣ

15 宇梶 誠司 大田原市 薄葉SC 61 高際 慎一 栃木市 ペガサス藤岡２００７

16 薄井 誠 宇都宮市 宮っこSCアカデミー 62 田村 良太 宇都宮市 FCブロケード

17 江守 浩史 芳賀郡 JFCアミスタ市貝 63 土谷 欣正 宇都宮市 雀宮FC

18 大金 勝二 さくら市 FCレヴェッツ 64 露久保 伸一 芳賀郡 益子SCストラーダ

19 大久保 祐一 那須塩原市 三島FC 65 富田 英智 宇都宮市 上三川SC

20 大嶋 大介 塩谷郡 66 苗木 悟 下都賀郡 岩舟JFC

21 大貫 雄司 鹿沼市 清州FC 67 長岡 隆 小山市 FCONEカンピオーネ

22 大貫 智也 鹿沼市 FCあわのレジェンド 68 中島 祥幸 栃木市 合戦場FC

23 大場 仁 那須塩原市 共英フットボールクラブ 69 永田 謙太郎 宇都宮市 姿川中央サッカークラブ

24 大森 幹雄 小山市 FCONEカンピオーネ 70 名塚 大悟 下都賀郡 F.E.アトレチコ

25 岡原 正幸 矢板市 矢板FCアローズ 71 根本 司 那須塩原市 西那須野西サッカークラブ

26 沖村 晴樹 那須烏山市 荒川FC 72 野口 政之 下野市 ＪＦＣウイング

27 加藤 友規 宇都宮市 西原WEST-JFC 73 羽石 正芳 芳賀郡 茂木FC

28 神山 和や 鹿沼市 FCあわのレジェンド 74 針ヶ谷 敦史 那須郡 FCアラノ

29 神山 拓也 宇都宮市 小山工業高等専門学校サッカー部 75 平山 静 那須塩原市 共英フットボールクラブ

30 唐橋 智行 矢板市 イースト・ドリームSC 76 藤田 貴仁 小山市 ＦＣ　ＶＡＬＯＮ

31 川上 昌子 宇都宮市 ACプリマベーラ 77 細井 晃一 佐野市

32 菅野 仁和 宇都宮市 カテット白沢サッカースクール 78 堀江 裕吾 下都賀郡

33 久保井 義弘 宇都宮市 79 本澤 直之 下都賀郡 ＦＣ　ＶＡＬＯＮ

34 栗山 正 小山市 FC　ONE　小山三小 80 松崎 達也 小山市 FC　ONE　小山三小

35 癸生川 剛 栃木市 合戦場FC 81 宮寺 勉 さくら市 上松山クラブ

36 小林 幹男 足利市 FC富田 82 室井 昌弘 那須塩原市 東原スフィーダ

37 斎藤 正寿 鹿沼市 津田FC 83 室越 康夫 大田原市 黒羽FC

38 齋藤 賢 塩谷郡 84 森田 唯我 宇都宮市 FC　Riso

39 齊藤 夕希也 那須塩原市 プラウド栃木FC 85 八下田 正治 佐野市 田沼FCリュミエールS

40 酒田 広海 草加市 FCひまわり 86 山崎 吉雄 栃木市 Pegasus藤岡２００７

41 櫻井 和洋 真岡市 FC真岡２１ファンタジー 87 山田 裕功 足利市 北郷FC

42 佐竹 智樹 久喜市 88 湯澤 博 下都賀郡 壬生町JSC

43 佐藤 清太郎 塩谷郡 高根沢西SC 89 吉田 秀之 日光市 大桑アヴェンダ

44 佐藤 賢二 宇都宮市 宮っこSCアカデミー 90 吉原 崇史 塩谷郡 しおやFCヴィガウス

45 佐藤 武 さくら市 上松山クラブ 91 渡邉 徹 足利市 北郷FC

46 佐藤 光夫 佐野市 F.E.アトレチコ

郡市 郡市
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