
（敬称略・順不同） （所属は申請中含む）

1 萩野谷豊光 茨城県 41 杉山麗 神奈川県 - -

2 信田好輝 茨城県 42 小野寺剛 神奈川県 82 永田英二 愛知県

3 戸塚恵嗣 茨城県 43 山㟁博剛 神奈川県 - -

4 綿引啓一 茨城県 44 黒田雅倫 神奈川県 83 中嶋明博 愛知県

5 沢辺治 茨城県 45 モナハン裕子 神奈川県 - -

6 山崎哉太 茨城県 46 武貴紀 神奈川県 84 長山修治 愛知県

7 新井勝 群馬県 47 金井典美 山梨県 - -

8 黒澤健児 群馬県 48 阪下弘 山梨県 85 奈須辰男 愛知県

9 加島好文 群馬県 49 齋藤充生 山梨県 86 土居淳 香川県

- - - - 87 佐藤真隆 岐阜県

10 小池智也 群馬県 50 高安儀和 東京都 88 澤英司 福島県

11 小原誠 埼玉県 51 康治雄 東京都 89 古川俊暢 新潟県

12 京澤正宗 埼玉県 52 鈴木哲夫 東京都 90 木村源弘 長野県

13 竹内正之 埼玉県 53 福嶌稔大 東京都 91 大内智喜 長野県

14 小曽川章 埼玉県 54 寺岡昇治 東京都 - -

15 吉田卓矢 埼玉県 55 田村拓也 東京都 92 宮澤英一 長野県

16 新田隆志 千葉県 56 常岡司 東京都 93 掛川郁奈子 長野県

17 星野登志夫 千葉県 57 土井哲也 東京都 94 米光大樹 石川県

18 杉崎進 千葉県 58 山崎由起 東京都 - -

19 戸村輝雄 千葉県 59 石井実 東京都 95 宮本幸二 京都府

20 早坂紘樹 千葉県 60 井上裕之 東京都 96 田鍋裕貴 京都府

21 秋葉隆行 千葉県 61 笹田直希 東京都 97 石田智巳 北海道

22 ブルースデレックニモ 千葉県 62 渡邉克行 東京都 98 原田政寿 山口県

23 米山敏野 千葉県 63 中原秀明 東京都 99 木吉省三 大阪府

24 尾形洋樹 宮城県 64 吉橋弘之 東京都 100 池内数哉 大阪府

25 緑川明人 千葉県 65 笹田憲司 東京都 101 木吉りよ 大阪府

26 杉崎誠一 千葉県 66 加藤浩二 東京都 102 妻木信也 大阪府

27 小豆畑泰幸 千葉県 67 續仁 東京都 103 谷水康行 大阪府

28 渡邊健太郎 千葉県 68 川本直貴 東京都 104 舟橋義人 北海道

29 田村道英 千葉県 69 遊佐芳之 東京都 105 亀井康志 和歌山県

30 熊山幸男 神奈川県 70 冨永松弘 東京都 106 竹中利明 和歌山県

31 蛭田恭章 神奈川県 71 阿部徹 東京都 107 横家慎一 北海道

32 髙橋清 神奈川県 72 細井一彦 東京都 108 難波克哲 兵庫県

33 井上恵 神奈川県 73 菅井紀之 東京都 109 堀内優人 滋賀県

34 池澤文隆 神奈川県 74 保坂文裕 東京都 110 宮坂七海 学連

35 落合由夫 神奈川県 75 水落裕子 東京都 111 上野裕太郎 学連

36 鈴木ゆり 神奈川県 76 松下憲道 静岡県 112 北村光平 学連

37 佐藤和博 神奈川県 77 渡邉正敏 静岡県 113 諏訪和之 本部

38 岩見敬泰 神奈川県 78 増田正起 静岡県 114 戸塚聖嗣 本部

39 新楽義夫 神奈川県 79 安藤良男 熊本県 115 上野耕司 岡山県

40 秦尚廣 神奈川県 80 芹澤公彦 静岡県 116 長谷川雅彦 山口県

- - 81 脇之薗史康 静岡県 117 佐藤洋尚 秋田県
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