
（敬称略・順不同） （所属は申請中含む）

1 山崎哉太 茨城県 35 森本隆雄 神奈川県 69 佐藤真隆 岐阜県

2 金澤一成 栃木県 36 髙橋清 神奈川県 70 田中丈晴 三重県

3 中村俊彦 栃木県 37 秦尚廣 神奈川県 71 黄乾震 新潟県

4 赤尾文夫 群馬県

5 小島千恵美 群馬県 38 熊山幸男 神奈川県 72 辻宗久 富山県

6 金井良樹 群馬県 39 モナハン裕子 神奈川県 73 田鍋裕貴 京都府

7 加島好文 群馬県 40 山岸博剛 神奈川県 74 宮本幸二 京都府

8 小曽川章 埼玉県 41 平野友也 神奈川県 75 木吉りよ 大阪府

9 京澤正宗 埼玉県 42 池澤文隆 神奈川県 76 佐藤勝雄 大阪府

10 牧誠司 埼玉県 43 武貴紀 神奈川県 77 妻木信也 大阪府

11 花岡貴之 埼玉県 44 戸塚恵嗣 茨城県 78 米村悦 大阪府

12 岡田豪太 埼玉県 45 山口史成 神奈川県 79 谷水康行 大阪府

13 阿部大督 埼玉県 46 後藤信 神奈川県 80 大前有希 兵庫県

14 粕谷泰之 埼玉県 47 金井典美 山梨県 81 難波克哲 兵庫県

15 畔蒜均 千葉県 48 齋藤充生 山梨県 82 坂口秀樹 兵庫県

16 田村道英 千葉県 49 笹田直希 東京都 83 川井正巳 奈良県

17 杉崎進 千葉県 50 康治雄 東京都 84 亀井康志 和歌山県

18 戸村輝雄 千葉県 51 西面寛 東京都 85 竹中利明 和歌山県

52 冨永松弘 東京都 86 服部三喜男 香川県

19 ブルース・デレック・ニモ 千葉県 53 瀬下無双 東京都 87 土居和代 香川県

20 秋葉隆行 千葉県 54 安澤研仕 東京都 88 土居淳 香川県

21 杉崎誠一 千葉県 55 細井一彦 東京都 89 小池誠志 佐賀県

22 新田隆志 千葉県 56 遊佐芳之 東京都 90 安藤良男 熊本県

23 小豆畑泰幸 千葉県 57 井上裕之 東京都 91 宮坂七海 学連

24 米山敏野 千葉県 58 小野寺剛 東京都 92 小金澤誠 芸文

25 石川喜美 千葉県 59 高橋慶章 東京都 93 黒澤健児 群馬県

60 鶴島一訓 東京都 94 大山勲 神奈川県

26 塚口昌洋 千葉県 61 田村拓也 東京都 95 小川博和 京都府

27 星野登志夫 千葉県 62 鈴木弘 東京都 96 細貝修 東京都

28 力石亮 神奈川県 63 續仁 東京都 97 菅井紀之 東京都

29 伊藤雅栄 神奈川県 64 福嶌稔大 東京都 98 門原信行 東京都

30 金子利彦 神奈川県 65 常岡司 東京都 99 野口裕宣 茨城県

31 杉山麗 神奈川県 66 北村俊彦 東京都 100 高安儀和 東京都

32 髙橋憲司 神奈川県 101 沢辺治 茨城県

33 横尾誠一 神奈川県 67 戸塚聖嗣 茨城県 102 菊池弘海 神奈川県

34 鈴木ゆり 神奈川県 68 舟橋義人 静岡県 103 岡田実 京都府
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