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No 氏    名 所　　属 No 氏    名 所　　属 No 氏    名 所　　属 備　　考

1 相場 学 館林ローン 51 栗原 巧 Ｍｏｐａｒ 101 長谷川 諒 上武大

2 青木 源 ミナミ 52 黒須 岳 上野山ＴＳ 102 長谷川 修 ＫＴＲ

3 青木 貴宏 エリス 53 小板橋 理 グリンヒル 103 羽鳥 智之 ミナミ

4 青木 哲郎 マキシマム 54 香村 和哉 上野山ＴＳ 104 林 宏信 高水

5 阿久津 哲也 あかぎ 55 小暮 友貴 ＭＡＴインドア 105 原 俊之 スバル

6 新井 修平 MAT高崎TC 56 小嶋 弘 スプレッド 106 備前島 駿 ミナミ

7 飯塚 海斗 ＭＭＴＣ 57 後藤 翔太 ミナミ 107 備前島 貴之 一筆ＴＣ

8 池田 賢矢 一筆ＴＣ 58 今野 英俊 MAT高崎TC 108 藤井 浩司 マキシマム

9 石井 大祐 eNishi 59 齋藤 康之 あかぎ 109 藤倉 快 太田高校

10 石内 良幸 一筆ＴＣ 60 坂本 頼一 あかぎ 110 星野 駿介 ノグチＴＣ

11 石澤 裕輝 Ｍｏｐａｒ 61 定形 直紀 ミナミ 111 増尾 優太郎 グリーンヒル

12 石塚 修 Ｇ-ＴＭＳ 62 佐藤 京介 Ｙｉｐｓ 112 町田 蓮 ＭＡＴインドア

13 一木 玲真 ミナミ 63 佐藤 孝弘 上武大学 113 松村  綾汰 ミナミ

14 井上 雅規 上野山ＴＳ 64 佐藤 靖人 あすなろ 114 松本 卓人 ｅｎｉｓｉ

15 井本 涼介 大泉ナベ 65 澤入 春斗 MAT 高崎TC 115 三浦 佑太 高崎ＴＣ

16 岩井 慎 高水 66 篠田 玲 ミナミ 116 三井 優太 上武大

17 上野 孝太郎 テニプラ 67 芝﨑 竜馬 ＭＡＴインドア 117 村田 幸鮮 高崎工業

18 上野山 大洋 上野山ＴＳ 68 白石 大雅 eNishi 118 村田 安弘 M

19 上野山 竜人 上野山ＴＳ 69 白木 厚好 Ｗｉｎｄｓ 119 山田 崇史 ｔｅａｍ薊

20 氏原 亮 ＪＳＳ 70 代田 純也 高水 120 山宮 友和 ＭＡＴインドア

21 内田 拓弥 ミツバ 71 祐恒 太一朗 一筆ＴＣ 121 吉井 克友 ＩＴＴ

22 楳原 祐希 あかぎＴＣ 72 須田 光紀 ＭＡＴインドア 122 吉井 健 上野山ＴＳ

23 遠藤 奨矢 ミナミ 73 荘 隆俊 新田 123 吉沢 勉 ＫＴＲ

24 大野 慎太郎 ｔｅａｍ薊 74 反町 圭介 高水 124 吉田 謙二 ATC

25 大野 真寛 MAT 高崎TC 75 高澤 旭寿 ルアン 125 吉田 修 Ｍｏｐｅｒ

26 大橋 可宏 ｔｅａｍ薊 76 高橋 正大 バンブー 126 吉田 崇宏 Ｔアイ

27 大山 恭史朗 上野山ＴＳ 77 高松 勇吹 前カレ 127 葭葉 貴弘 ATC

28 奥野 豊 高水 78 田口 浩司 サン

29 桶谷 奎太 MAT TA 79 田代 尚己 ＴＢＣ

30 小俣 智弥 ミツバ 80 谷本 英雄 一筆ＴＣ

31 笠原 翔真 ミナミ 81 高井 伸也 尾島ＴＣ

32 笠原 智一 Ｍｏｐａｒ 82 谷口 健太 ルネサス

33 粕川 徹 あかぎ 83 近光 亮 高水

34 勝見 優士 MAT 高崎TC 84 都筑 司 エリス

35 門倉 一樹 GSM 85 堤 圭一 MAT前橋TA

36 金井 孝太 ＧＵＴ 86 鶴淵 心 Ｇ-ＴＭＳ

37 金井 利文 ＧＵＴ 87 戸所 朋生 あかぎＴＣ

38 金古 遼馬 上野山ＴＳ 88 富田 一星 MAT前橋TA

39 亀山 日向 太田高校 89 永井 雄太 エリス

40 唐沢 海都 高崎ＴＣ 90 長澤 寛 UNTRACE

41 川口 晃大 館林ローン 91 中野 尭文 ルアン

42 菊川 達啓 一筆ＴＣ 92 中原 勉 MAT高崎TC

43 岸 周 高水 93 中村 晟央 TS4

44 木野 翔 MAT高崎TC 94 中村 博敏 上武大

45 木村 将秀 ＫＴＲ 95 中村 芳生 リベロ

46 岸本 秀輝 ルネサス 96 中山 幸太 ＳＰＤ

47 葛生 哉汰 上野山ＴＳ 97 二宮 大輝 ＧＢＫ

48 久保田 佳城 Ｔアイ 98 萩原 健太 高水

49 窪田 緑 MAT前橋TA 99 橋本 寛 薮塚TC

50 栗原 誠也 エリス 100 橋本 宇弘 MAT高崎TC
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No 氏    名 所　　属 No 氏    名 所　　属 No 氏    名 所　　属 備　　考

1 青木 さち ミナミ 51 竹田 尚代 前レ

2 青木 朋江 マキシマム 52 田端 樹鈴 尾島Ｊｒ

3 阿部 咲良 ＭＡＴインドア 53 田幡 美菜 サンク

4 新井 仁美 一筆ＴＣ 54 田端 麻鈴 尾島クラブ

5 池田 直子 エリス 55 田村 恵子 サークルＭ

6 石川 理絵 高崎ＴＣ 56 田村 瑞姫 あかぎ

7 今井 沙織 王山 57 津久井 杏 MATインドア

8 今泉 夏音 一筆ＴＣ 58 戸塚 美求 上野山ＴＳ

9 入江 柚衣 あかぎTC 59 鳥山 友里 あかぎTC

10 岩田 礼子 ヴィーナス 60 永井 綾子 あすなろ

11 牛尾 成美 上武大 61 中村 桃子 ＭＡＴインドア

12 内田 結菜 ＭＡＴインドア 62 贄田 佳穂 MAT高崎TC

13 梅田 真希 ＩＴＴ 63 根岸 敦子 ヴィーナス

14 浦辺 三知江 高水 64 ﾊｲﾃﾞｨ  ﾋﾟｰﾀｰｿﾝ エリス

15 蝦沢 一子 サークルＭ 65 萩原 由美子 前ク

16 大出 和子 サークルＭ 66 林 麻衣子 サン

17 大沢 花菜子 サンク 67 兵藤 美香 前ク

18 大橋 愛莉 高崎ＴＣ 68 平形 七菜 ルアン

19 大橋 來愛 MAT高崎TC 69 平田 有紀 一筆ＴＣ

20 勝見 幸璃 ＭＡＴインドア 70 晝間 ゆず エリス

21 加藤 あかり ＭＡＴインドア 71 福井 景子 一筆ＴＣ

22 加藤 理子 サンク 72 福井 順子 一筆ＴＣ

23 金井 優 MATインドア 73 袋井 亜由美 高崎ＴＣ

24 狩野 あかね エリス 74 藤生 優子 ＪＳＳ

25 狩野 美智子 サンク 75 星野 ひかる あかぎTC

26 神沢 富士江 高水 76 本田 仁美 エリス

27 北爪 優日 上野山ＴＳ 77 町田 瑠衣 MAT高崎TC

28 楠本 奈々 MAT高崎TC 78 松井 香奈美 上武大学

29 倉林 夢生 ミナミ 79 松井 南美 上武大学

30 栗原 里奈 Ｄ/Ｆ 80 松本 多恵 MAT高崎TC

31 栗山 道代 高水 81 黛 光 サン

32 小林 明日香 上野山ＴＳ 82 三木 加奈子 サンク

33 小林 広美 前ク 83 村田 映子 エリス

34 小林 富美子 高水 84 村田 莉奈 一筆ＴＣ

35 小林 鈴 ＭＡＴインドア 85 村野 美樹 ＪＳＳ

36 小林 杏里紗 ＭＡＴインドア 86 山川 日菜 中央中等教育

37 齋藤 咲良 MATインドア 87 山田 恵子 エリス

38 境 青葉 太女 88 山宮 真樹 GBK

39 坂本 樹莉 あかぎ 89 湯浅 里帆 ミナミ

40 佐藤 優衣 MAT高崎TC 90 吉井 摂子 ＩＴＴ

41 佐野 悠里 Ｄ/Ｆ 91 吉澤 涼香 クロノス

42 杉本 夏菜 グランドF 92 吉田 真彩 ＭＡＴインドア

43 鈴木 藍 一筆ＴＣ 93 吉田 理沙 Ｔアイ

44 関口 裕望 MAT前橋TA 94 六本木 由美子 高水

45 妹尾 尚美 エリス 95 渡邊 紗有里 エリス

46 荘 優月 バンブー

47 高井 夏未 尾島クラブ

48 高橋 実穂 ミナミ

49 武井 未来 上野山ＴＳ

50 武井 みなみ 上野山ＴＳ
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