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1 佐藤　正人 群馬県 テク 67 梅本　聖夫 栃木県 正指
2 原　竜治 茨城県 正指 68 近藤　健太 埼玉県 クラ
3 泉　悠太 栃木県 準指 69 淺井　忠政 群馬県 正指
4 町田　雄治 埼玉県 正指 70 鴨下　宗弘 茨城県 正指
5 御子柴　克哉 群馬県 正指 71 小澤　大介 栃木県 準指
6 内田　格 茨城県 正指 72 金井　裕明 埼玉県 クラ
7 杉本　雄紀 栃木県 準指 73 小宮山　英一 群馬県 クラ
8 加藤　一郎 埼玉県 準指 74 山口　英樹 茨城県 準指
9 森川　晴光 群馬県 準指 75 迫　和彦 栃木県 準指
10 角海　祥介 茨城県 正指 76 金浜　智哉 埼玉県 正指
11 福井　勝博 栃木県 テク 77 竹下　晶久 群馬県 正指
12 中尾　祐紀 埼玉県 準指 78 原　貴雅 茨城県 1級
13 谷　　直樹 群馬県 準指 79 荒井　俊樹 栃木県 テク
14 安田　尚弘 茨城県 正指 80 古澤　雅俊 埼玉県 準指
15 吉成　聡 栃木県 準指 81 日髙　將太郎 群馬県 正指
16 新岡　将希 埼玉県 クラ 82 加藤　裕樹 茨城県 クラ
17 阿部　　豊 群馬県 正指 83 渡辺　賢孝 栃木県 準指
18 今野　法彦 茨城県 クラ 84 橋本　和昌 埼玉県 正指
19 小枝　法弘 栃木県 テク 85 稲葉　慎一郎 群馬県 準指
20 田嶋　俊也 埼玉県 準指 86 黒澤　知嗣 茨城県 正指
21 住谷　優太 群馬県 クラ 87 稲葉　史英 栃木県 正指
22 蜂巣　恒平 栃木県 準指 88 角田　雅人 群馬県 １級
23 菰原　誠士朗 埼玉県 準指 89 関　尚人 茨城県 正指
24 川田　和正 群馬県 準指 90 柿沼　良幸 栃木県 準指
25 田口　淳一 茨城県 正指 91 田嶋　大紀 埼玉県 正指
26 福田　司 栃木県 1級 92 柴沼　丈晴 茨城県 準指
27 佐藤　浩二 群馬県 クラ 93 音村　保道 栃木県 クラ
28 松田　文平 茨城県 正指 94 藤瀬　健太郎 埼玉県 正指
29 鈴木　幸展 栃木県 正指 95 御子柴　裕哉 群馬県 正指
30 森　海人 埼玉県 １級 96 成田　渉 茨城県 正指
31 槌田　航太郎 茨城県 1級 97 宮沢　宏文 埼玉県 正指
32 折原　勲 栃木県 テク 98 古屋　裕康 群馬県 準指
33 渡邉　友之 埼玉県 準指 99 西原　伸昭 茨城県 準指
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34 濱田　幸一 埼玉県 正指 101 太田　好美 埼玉県 １級
35 福田　大剛 群馬県 準指 102 高橋　冴子 茨城県 クラ
36 寺島　秀治 茨城県 正指 103 富澤　ひかる 群馬県 準指
37 藤田　健司 栃木県 正指 104 笹尾　香南 埼玉県 テク
38 大矢根　稔 埼玉県 準指 105 角海　裕子 茨城県 1級
39 藤本　浩文 群馬県 正指 106 石川　千尋 埼玉県 正指
40 大友　正樹 茨城県 正指 107 神沢　照代 栃木県 正指
41 常盤　瑛貴 栃木県 準指 108 北爪　快 群馬県 準指
42 日野　修平 埼玉県 正指 109 島田　愛弓 埼玉県 準指
43 山本　理博 群馬県 正指 110 原田　葵 茨城県 テク
44 原　勝行 茨城県 正指 111 山本　恵弥 群馬県 テク
45 船山　英紀 栃木県 準指 112 八木原　実穂 埼玉県 準指
46 永井　真矢 埼玉県 テク 113 山口　奈々 茨城県 1級
47 新井　光 群馬県 準指 114 岡田　理保 埼玉県 正指
48 大嶋　寛隆 茨城県 正指 115 中澤　乃愛 栃木県 1級
49 浦田　昌弘 栃木県 クラ 116 原田　恵 群馬県 正指
50 笹尾　優介 埼玉県 準指 117 佐藤　楓 埼玉県 準指
51 湯本　哲夫 群馬県 正指 118 大島　晴美 茨城県 正指
52 額賀　將 茨城県 準指 119 矢島　純子 群馬県 正指
53 木村　倫一 栃木県 準指 120 和田　友実子 栃木県 正指
54 田川　正武 群馬県 準指
55 小野寺　啓介 茨城県 正指
56 塩生　康幸 栃木県 正指
57 安住　一洋 埼玉県 準指
58 宮田　毅 群馬県 正指
59 伴　朗仁 栃木県 正指
60 加古　憲雄 埼玉県 正指
61 倉林　敬雪 群馬県 正指
62 西田　貴大 茨城県 正指
63 磯田　倫央 栃木県 テク
64 中野　心哉 群馬県 正指
65 丹野　洋 茨城県 正指
66 高橋　学 栃木県 準指
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