
【 Start List 】 89名

1 フランシスコ マンセボ ﾌﾗﾝｼｽｺ ﾏﾝｾﾎﾞﾍﾟﾚｽ 11 徳田 優 ﾄｸﾀﾞ ｽｸﾞﾙ 21 鈴木 譲 ｽｽﾞｷ ﾕｽﾞﾙ

2 ホセ ビセンテ トリビオ ﾎｾﾋﾞｾﾝﾃ ﾄﾘﾋﾞｵ 12 橋本 英也 ﾊｼﾓﾄ ｴｲﾔ 22 渡邊 翔太郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ

3 レオネル キンテロ ﾚｵﾈﾙ ｷﾝﾃﾛ 13 山本 哲央 ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂｵ 23 岡本 隼 ｵｶﾓﾄ ﾊﾔﾄ

4 吉田 隼人 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾔﾄ 14 河野 翔輝 ｶﾜﾉ ｼｮｳｷ 24 草場 啓吾 ｸｻﾊﾞ ｹｲｺﾞ

5 安原 大貴 ﾔｽﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 15 沢田 時 ｻﾜﾀﾞ ﾄｷ 25 當原 隼人 ﾄｳﾊﾞﾙ ﾊﾔﾄ

6 小森 亮平 ｺﾓﾘ ﾘｮｳﾍｲ 16 松田 祥位 ﾏﾂﾀﾞ ｼｮｳｲ 26 中川 拳 ﾅｶｶﾞﾜ ｹﾝ

7 小林 海 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘﾉ 27 渡邉 歩 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾕﾑ

8 狩野 智也 ｶﾉｳ ﾄﾓﾔ 28 佐藤 健 ｻﾄｳ ｹﾝ

31 入部 正太朗 ｲﾘﾍﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 41 湊 諒 ﾐﾅﾄ ﾘｮｳ 51 冨尾 大地 ﾄﾐｵ ﾀﾞｲﾁ
32 香山 飛龍 ｶﾔﾏ ﾋﾘｭｳ 42 横山 航太 ﾖｺﾔﾏ ｺｳﾀ 52 白川 幸希 ｼﾗｶﾜ ｺｳｷ
33 中島 渉 ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾕﾐ 43 中井 唯晶 ﾅｶｲ ﾀﾀﾞｱｷ 53 伊藤 雅和 ｲﾄｳ ﾏｻｶｽﾞ
34 津石 康平 ﾂｲｼ ｺｳﾍｲ 44 風間 翔眞 ｶｻﾞﾏ ｼｮｳﾏ 54 大河内 将泰 ｵｵｺｳﾁ ﾏｻﾋﾛ
35 五十嵐 洸太 ｲｶﾗｼ ｺｳﾀ 45 床井 亮太 ﾄｺｲ ﾘｮｳﾀ 55 伊藤 舜紀 ｲﾄｳ ｼｭﾝｷ
36 岩田 聖矢 ｲﾜﾀ ｾｲﾔ 46 重満 丈 ｼｹﾞﾐﾂ ｼﾞｮｳ 56 道見 優太 ﾄﾞｳﾐ ﾕｳﾀ
37 内田 宇海 ｳﾁﾀﾞ ﾀｶﾐ 47 尾形 尚彦 ｵｶﾞﾀ ﾀｶﾋｺ 57 木村 純気 ｷﾑﾗ ｼﾞｭﾝｷ
38 細川 健太 ﾎｿｶﾜ ｹﾝﾀ 48 佐藤 宇志 ｻﾄｳ ﾀｶｼ 58 津留 崚 ﾂﾄﾞﾒ ﾘｮｳ

61 木原 与志寛 ｷﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ 71 才田 直人 ｻｲﾀ ﾅｵﾄ 81 北野 普識 ｷﾀﾉ ﾕｷﾉﾘ
62 大塚 航 ｵｵﾂｶ ﾜﾀﾙ 72 米谷 隆志 ﾖﾈﾀﾆ ﾀｶｼ 82 高杉 知彰 ﾀｶｽｷﾞ ﾄﾓｱｷ
63 糸川 典往 ｲﾄｶﾜ ﾉﾘﾕｷ 73 池田 隆人 ｲｹﾀﾞ ﾀｶﾄ 83 比護 任 ﾋｺﾞ ｱﾀﾙ
64 真鍋 諒太 ﾏﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 74 小畑 郁 ｵﾊﾞﾀ ｶｵﾙ 84 松井 大悟 ﾏﾂｲ ﾀﾞｲｺﾞ
65 平林 楓輝 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾌｳｷ 75 85 渡邊 聡 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄﾙ
66 平林 飛都 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾄ 76 86 奥村 祐希 ｵｸﾑﾗ ﾕｳｷ
67 大町 健斗 ｵｵﾏﾁ ｹﾝﾄ 77 87 原田 将人 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾄ
68 茂越 龍哉 ﾓｺﾞｴ ﾀﾂﾔ 78 88 塩澤 魁 ｼｵｻﾞﾜ ｶｲ

91 中村 龍吉 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾂﾖｼ 101 秋山 悟郎 ｱｷﾔﾏ ｺﾞﾛｳ 111 水野 恭兵 ﾐｽﾞﾉ ｷｮｳﾍｲ
92 小山 貴大 ｺﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 102 青木 誠 ｱｵｷ ﾏｺﾄ 112 山口 和来 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ
93 佐藤 遼 ｻﾄｳ ﾘｮｳ 103 松下 直暉 ﾏﾂｼﾀ ﾅｵｷ 113 風間 竜太 ｶｻﾞﾏ ﾘｭｳﾀ
94 松井 敏文 ﾏﾂｲ ﾄｼﾌﾐ 104 香西 真介 ｺｳｻﾞｲ ｼﾝｽｹ 114 若月 隆真 ﾜｶﾂｷ ﾀｸﾏ
95 永富 一騎 ﾅｶﾞﾄﾐ ｶｽﾞｷ 105 相原 晴一朗 ｱｲﾊﾗ ｾｲｲﾁﾛｳ 115 鈴木 来人 ｽｽﾞｷ ﾗｲﾄ
96 渡邊 正光 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾐﾂ 106 佐藤 寛朗 ｻﾄｳ ﾋﾛｱｷ 116 渡邉 和貴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ
97 平塚 佑亮 ﾋﾗﾂｶ ﾕｳｽｹ 107 中鶴 友樹 ﾅｶﾂﾙ ﾄﾓｷ 117 神村 泰輝 ｶﾐﾑﾗ ﾀｲｷ
98 金子 宗平 ｶﾈｺ ｿｳﾍｲ 108 118 瀬戸口 瑛 ｾﾄｸﾞﾁ ｱｷﾗ
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