
8月11日(土)　ホテルニューカネイ　→　茂原駅

ID ID ID
6 森 太朗 22 勝部 瞭太 2 石川 力

17 古賀 一成 32 開田 丈寛 5 鈴木 祥輝

26 林 祐輝 47 日色 史奈 8 松本 祥

27 檜垣 徹太郎 55 坂川 裕則 13 平沢 光昭

30 矢野 太郎 57 佐藤 裕太 14 本木 英陽

31 森 柾人 76 鈴木 滉平 15 田代 眸

33 大西 太郎 81 太田 敏博 16 福地 晋

34 金田 尚彦 82 井上 奉紀 18 青木 俊紘

35 小平 英治 83 宮脇 渉太 19 丹波 織恩

37 須嵜 颯 86 川上 紘輝 20 高田 慎太郎

38 二星 大悠 87 市場 稜大 23 佐々木 大哉

39 大野 晃 93 嶋田 圭吾 24 仮屋園 勇希

49 松岡 弥樹 103 森本 雅智 25 内田 光

52 川上 洋平 111 青木 宏平 28 Chune Cristopher
59 渡邊 仁 113 古郡 秀雄 41 古川 晴貴

62 清水 勇希 114 浅見 拓紀 42 五郡 優樹

64 安井 雅也 115 辻村 潤 44 土居 駿也

68 鈴木 光世 124 岡本 大輝 45 澤泉 圭佑

72 芥川 哲也 128 松本 雅巳 50 北出 智巳

78 德永 航 130 荒井 玲於奈 51 樽屋 百優

79 猪股 貴行 131 森作 実玖也 53 加藤 陸

88 酒井 啓太 152 古澤 孝興 54 小泉 湧希

95 金久保 優花 153 山代 和志 56 岡林 史憲

96 松岡 英仁 166 林 靖宏 63 前田 哲也

97 松田 英史 167 石田 誠 66 塩原 堅司

98 藤井 宏次 171 末川 慶英 67 津田 明日華

106 秋山 進一郎 173 大塚 高弘 69 渡邉 莉紗

112 加須屋 春樹 193 笠原 妃奈 84 ゾン シーイェン

121 魏 子夏 197 荻野 孝浩 89 南川 拓哉

125 世田 拓也 201 遠藤 大輔 91 中川 翔太

129 中脇 稔貴 211 白坂 和也 94 廣瀬 拓哉

144 足立 宏幸 212 岡村 健志 104 福永 隆太

147 樋口 翔 217 高田 和樹 105 中村 幸輝

149 徳永 裕也 220 平良 優奈 108 島地 哲平

150 小川 翔也 221 松尾 拓海 119 川井 直樹

154 大川 瞭 222 岡野 創 122 春名 純一

158 四方 悠貴 224 岩島 呂帆 127 奥村 傑

159 矢田貝 祥貴 225 坂井 秀充 136 村上 耕太郎

163 羽山 徹 229 平位 勇磨 139 田中 ペドロ

175 阿部 慶彦 235 上場 一慶 140 渡辺 展正

180 龍澤 誠之 240 馬場 惇 145 住本 尚之

183 長谷川 拓哉 241 猪野元 大樹 156 今泉 恵太

190 青井 隼斗 243 杉山 健斗 157 藤井 大輔

218 榊原 光 247 松本 信行 165 倉持 凜人

230 清原 淳史 269 石川 航輔 172 田中 庸介

242 藤原 翔太 270 柴田 和弥 177 落合 誠

257 森 達也 271 宮鼻 叶太 178 森 真輝人

260 竹内 俊暁 276 前海 真志 179 三輪 悠生

284 中島 爽太 277 中山 聖 187 新延 弘章

287 島田 哲朗 278 中山 勝政 194 村上 智紀

288 三木 晴瑠 285 今西 翔一郎 199 佐藤 慎太郎

289 杉浦 巧 209 平口 敦基

213 伊藤 善康

233 小路 薫

236 石橋 啓一

237 黒沢 祥平

244 武田 潤

245 山田 篤幸

248 村井 開

252 中島 立稀

253 劉 凱淇

259 金子 智一

262 森 崇人

263 賀数 淳平

264 佐塚 修司

265 居石 直久

272 平賀 祐輝

273 森谷 元

286 木村 拓也

8:00　ホテル発 9:00　ホテル発 10:00　ホテル発
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