
1 愛川 雄一郎 いわき市 福島県県中トレセン 46 鈴木 信晃 足利市 三重山前FC

2 秋葉 裕史 栃木市 47 鈴木 勇一 宇都宮市 サウス宇都宮SC

3 秋元 良仁 宇都宮市 上河内ジュニアSC 48 高橋 正人 日光市 OMFC

4 阿久津 昭智 宇都宮市 49 滝 芳明 那須烏山市 YUZUHA FC Jr

5 浅水 一久 那須郡 50 田辺　 剛 大田原市 西原FC

6 穴田 将志 栃木市 TOCHIGI KOU FC 51 津久井 裕二 足利市 K-WEST.FC2001

7 石村 潤一郎 塩谷郡 高根沢西SC 52 富田 裕介 府中市 府中南FC

8 伊藤 貴範 鹿沼市 さつぎが丘SSS 53 直井 義勝 宇都宮市 陽東SSS

9 伊藤 壽治 那須塩原市 東原スフィーダ 54 長尾 喬 河内郡 上三川FC

10 江連 義漸 宇都宮市 雀宮FC 55 中村 徹 佐野市 犬伏FC

11 大島 翼 那須塩原市 東原スフィーダ 56 中村 徹 日光市 落合SC２００２日光

12 大嶋 勝 大田原市 三島FC 57 野沢 努 真岡市 ＦＣ中村

13 大関 文雄 真岡市 FC中村 58 人見 勲 大田原市 西原FC

14 太田和 恭平 宇都宮市 清原SSS 59 平坂 真 宇都宮市 FCみらい

15 大塚 和俊 塩谷郡 高根沢西FC 60 深津 尚人 小山市 小山工業高等専門学校サッカー部

16 大谷 尚宏 矢板市 さくらボンディボーラ 61 福田 晃之 塩谷郡 高根沢西FC

17 岡田 敏行 芳賀郡 芳賀南SC 62 福田 友和 大田原市 城山SC

18 岡野 孝義 大田原市 bonitoFC 63 藤田 伸一 宇都宮市 城山東SC

19 岡本 伸吾 大田原市 西原FC 64 船越 征弘 日光市 アルシオーネジュニア

20 小川 賢宏 大田原市 太田原城山SC 65 朴 潤沢 下野市 国分寺SC

21 柏木 恭 宇都宮市 豊郷JFC宇都宮 66 保坂 悠人 古河市 小山工業高等専門学校サッカー部

22 川上 裕生 さいたま市 小山工業高等専門学校サッカー部 67 星 新太 栃木市 合戦場FC

23 菊地 雅幸 佐野市 犬伏FC 68 細田 正晴 宇都宮市 清原SSS

24 菊地 雄太 栃木市 栃木ジュニオール 69 益子 奈緒美 那須塩原市 西那須野西サッカークラブ

25 木村 正明 芳賀郡 70 増子 洋一 宇都宮市 宇都宮短期大学附属高校サッカー部

26 小口 教志 小山市 FC ONF 小山三小 71 松本 大士 那須塩原市 bonitoFC

27 小原沢 博之 宇都宮市 72 丸山 智広 足利市 御厨FC

28 近藤 順治 大田原市 黒羽FC 73 栁 孝志 芳賀郡

29 齋藤 進 宇都宮市 上河内ジュニアSC 74 山内 直人 真岡市 FC中村

30 佐藤 武 小山市 間東FCミラクルズ 75 山口 崇 鹿沼市 KSC鹿沼

31 柴橋 健 宇都宮市 西原WEST 76 山﨑 国秋 宇都宮市 西原WEST

32 島田 雅之 芳賀郡 七井ミガ・ダイヤモンド 77 山田 周治郎 小山市 間々田FCがむしゃら

33 清水 暁 小山市 FC ONF 小山三小 78 山田 伸也 芳賀郡 芳賀南SC

34 白川 義永 宇都宮市 緑が丘YFCサッカー教室 79 湯田 義男 大田原市

35 杉山 峰夫 宇都宮市 緑が丘YFCサッカー教室

郡市 郡市
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