
立順 所属 立順 所属 立順 所属

1 白金 晶子 愛知 41 吉武 美智代 大分 81 石本 千夏 和歌山

2 柘植 知絵子 愛知 42 吉澤 郷実 埼玉 82 竹本 佐知子 徳島

3 金田 由紀 千葉 43 竹下 知朋 佐賀 83 長谷川 絵鈴 茨城

4 纐纈 かつ江 岐阜 44 須田 明江 埼玉 84 兼村 洋子 神奈川

5 岡村 恵美 福岡 45 西田 ゆり 奈良 85 高橋 理恵 愛媛

6 小牧 佳世 京都 46 中村 裕美 石川 86 杉田 悠貴 東京

7 大西 ひとみ 香川 47 山端 江理子 青森 87 古賀 葉子 宮城

8 山田 直美 大阪 48 白井 洋子 千葉 88 大村 朋子 静岡

9 中澤 美登利 北海道 49 有森 照美 岡山 89 片山 真由子 広島

10 上岡 優子 愛知 50 佐々木 哉子 秋田 90 岩渕 乃江 岩手

11 岡 智美 三重 51 高松 久子 富山 91 野中 梢 宮崎

12 大畑 眞理子 富山 52 山本 真理子 石川 92 平野 三千子 北海道

13 上馬 英子 茨城 53 水谷 由起江 島根 93 鈴木 多恵子 埼玉

14 柿本 さとみ 鹿児島 54 村松 歩 静岡 94 根本 久美子 福島

15 清水 明美 鳥取 55 今立 由美 福井 95 平田 敏枝 神奈川

16 井原 寿恵 長野 56 廣江 多瑞子 島根 96 吉村 智子 東京

17 福田 ふみよ 栃木 57 片山 正美 静岡 97 衞藤 嘉美 大分

18 鈴木 明子 宮城 58 有澤 千秋 鳥取 98 棚田 尚子 香川

19 小西 充子 大阪 59 道願 清美 福井 99 中田 花奈美 北海道

20 石田 桃子 東京 60 安藤 久美子 福島

21 玉木 里奈 愛媛 61 竹原 佳津子 岡山

22 西脇 早苗 岐阜 62 髙橋 ゆかり 群馬

23 立野 知己 山口 63 赤石 知代 群馬

24 山﨑 涼子 和歌山 64 増田 恭子 徳島

25 佐藤 靖香 秋田 65 中村 由季 兵庫

26 小髙 多恵子 京都 66 中川 順子 兵庫

27 加賀美 佳子 千葉 67 佐藤 笑美子 山形

28 井手 綾子 静岡 68 益本 奈緒子 沖縄

29 大丸 久美子 東京 69 甲斐 美里 宮崎

30 安東 雅子 滋賀 70 江沢 水穂 東京

31 竹内 裕子 神奈川 71 小野田 深雪 福岡

32 山本 京子 山形 72 小林 ひとみ 新潟

33 長内 尚子 青森 73 兼石 幸 山口

34 揚田 よう子 奈良 74 中村 真美 福岡

35 岡野 明子 長崎 75 牧野 ふみ江 長野

36 竹田 千惠子 北海道 76 長谷見 ちひろ 栃木

37 菊地 孝子 岩手 77 中田 美里 広島

38 田中 美央 鹿児島 78 髙田 優子 滋賀

39 坂元 京子 熊本 79 根津 里美 山梨

40 松本 愛子 東京 80 辻 恵 三重
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立順 所属 立順 所属 立順 所属

1 梅田 明宏 福岡 41 木田 隆雄 香川 81 佐々木 正人 福井

2 橋口 聖矢 鹿児島 42 渡邉 英史 福島 82 加納 浩弥 京都

3 菅井 隆邦 福島 43 吉田 佳史 徳島 83 谷山 幸司 鹿児島

4 曽山 良和 石川 44 小泉 正博 山形 84 長井 敦史 埼玉

5 若林 功 兵庫 45 松田 智行 青森 85 田中 晋平 広島

6 藤原 真 東京 46 野田 明宏 富山 86 西本 芳洋 京都

7 櫻井 康英 宮城 47 加藤 之裕 神奈川 87 吉本 清巳 奈良

8 吉山 伸二 大阪 48 堀部 雅志 千葉 88 羽柴 祐浩 富山

9 朝田 晋輔 静岡 49 鈴木 泰仁 徳島 89 吉澤 喜芳 埼玉

10 小原 裕幸 島根 50 山﨑 正臣 高知 90 森 直記 三重

11 平根 昌宜 宮崎 51 溝尻 清敬 長崎 91 畝本 孝志 東京

12 橋本 幸誠 兵庫 52 藤岡 順 奈良 92 石川 嵩 大分

13 高野 直行 新潟 53 德山 陽介 岡山 93 町屋 大輔 愛知

14 亀岡 英司 長野 54 丸山 貴大 東京 94 脇 宏光 静岡

15 笹本 幸司 青森 55 野田 吾良 佐賀 95 松尾 陸 山形

16 目 光玄 山口 56 松下 卓見 北海道 96 簑原 伸二 福岡

17 松本 幸志郎 沖縄 57 大石 幸司 鳥取 97 藤林 丈司 神奈川

18 中嶋 一貴 東京 58 岡村 良彰 福岡 98 小栗 崇志 静岡

19 西村 勝美 山口 59 安田 邦雄 北海道 99 森本 浩之 愛媛

20 佐野 礼征 千葉 60 福住 正道 鳥取 100 平戸 信行 茨城

21 南井 加津雄 滋賀 61 野中 秀治 大阪 101 徳田 博文 和歌山

22 加賀谷 良律 秋田 62 石本 聡幸 福井 102 成田 祐也 秋田

23 山村 秋明 広島 63 花井 聡 愛知 103 柴田 誠一 栃木

24 上條 剛央 山梨 64 蟹澤 史弥 長野 104 檜森 真 佐賀

25 石山 佳彦 神奈川 65 馬渕 信幸 滋賀 105 三好 藤康 愛媛

26 篠原 亮 岐阜 66 湯矢 奨 三重 106 伊藤 隆司 千葉

27 久野 研太 愛知 67 新保 勝敏 新潟 107 谷本 実 和歌山

28 大島 昭 群馬 68 江渡 弘幸 北海道 108 田中 博文 宮崎

29 中條 大輔 石川 69 田中 勝朗 東京 109 新田 晃久 島根

30 吉田 幸平 東京 70 内藤 良太 山梨

31 前田 彩 群馬 71 小田島 大将 北海道

32 西村 英信 岡山 72 矢萩 和宏 北海道

33 鶴野 大樹 宮城 73 畠中 光幸 福岡

34 伊藤 寿宏 岩手 74 岩下 智明 茨城

35 岡本 明弘 高知 75 樺島 泰彦 熊本

36 山本 篤史 長崎 76 鶴田 育夫 沖縄

37 柏木 公博 岩手 77 髙山 靜雄 栃木

38 竹下 裕章 香川 78 宇野 剛由 岐阜

39 瀬海 貴之 熊本 79 尾崎 信夫 北海道

40 宮﨑 正範 埼玉 80 竹尾 圭祐 大分
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