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北海道 櫻井 英裕 東京都 高 淳一 滋賀県 永野 智 徳島県 木内 誠二郎

青森県 寺澤 良悦 東京都 佐橋 朋木 滋賀県 岡 篤彦 愛媛県 山下 尚彦

青森県 谷口 友明 東京都 松島 愛 滋賀県 梅田 貴文 愛媛県 菅 成徳

岩手県 工藤 輝樹 東京都 松本 俊一 京都府 宇多 雅詩 愛媛県 田切 秀和

岩手県 佐々木 正広 東京都 西森 啓 京都府 小島 則子 高知県 井上 章

岩手県 大西 宣文 東京都 大森 智美 京都府 田村 恒彦 高知県 高橋 正好

岩手県 高橋 沙織 東京都 𠮷野 浩一郎 京都府 田中 千晴 高知県 小川 直人

岩手県 楢山 将司 神奈川県 小室 美栄子 京都府 東 健二 高知県 松井 啓博

秋田県 伊藤 光⾧ 神奈川県 菅原 嗣高 京都府 和田 あおい 高知県 竹村 正典

秋田県 渋谷 志 神奈川県 南出 裕志 京都府 山内 雄介 高知県 井上 多津

秋田県 小坂 誠 神奈川県 北澤 裕子 京都府 谷 英喜 高知県 橋田 真人

秋田県 対馬 俊典 神奈川県 廣田 眞作 大阪府 栗田 嘉昭 福岡県 井浦 保宏

秋田県 保坂 正 山梨県 武川 正一 大阪府 荒本 俊明 福岡県 江藤 隆康

秋田県 本多 有子 新潟県 西澤 精一 大阪府 成山 悟史 福岡県 今村 岳広

秋田県 髙橋 耕治 新潟県 川口 絵美子 大阪府 冨本 佳照 佐賀県 山口 和男

宮城県 粟野 眞 新潟県 田中 爾 兵庫県 福永 泰幸 佐賀県 姉川 新

宮城県 五十嵐 嘉也 ⾧野県 赤羽 靖夫 兵庫県 森川 修行 佐賀県 髙栁 喜人

宮城県 菅野 利雄 富山県 伊藤 哲 奈良県 西田 誠 ⾧崎県 友清 克己

宮城県 日野 美琴 富山県 松住 英樹 奈良県 赤松 拓也 ⾧崎県 杠 達朗

宮城県 古山 和代 富山県 森谷 正敏 奈良県 太田 悦可 ⾧崎県 浦上 恭介

山形県 加地 信彦 富山県 滝澤 健 奈良県 杦本 忠宏 熊本県 三浦 繁

福島県 佐藤 安弘 富山県 野村 博之 奈良県 中西 公光 大分県 礒部 直樹

福島県 小野 信太郎 石川県 田村 達 和歌山県 勢見月 文久 大分県 宿利 紀美子

福島県 須藤 盛夫 石川県 池端 重夫 和歌山県 忠岡 一也 大分県 松本 光泰

福島県 ⾧島 敏彦 福井県 横澤 浩明 鳥取県 港 浩二 大分県 森 尚哉

福島県 捧 勝美 福井県 相模 敏之 鳥取県 田中 誠 大分県 西内 瑞希

茨城県 五十嵐 治人 福井県 浜田 博行 鳥取県 渡邉 学 大分県 野畑 卓宏

茨城県 入江 哲夫 静岡県 戸崎 善鐘 島根県 野津 武志 宮崎県 横山 博

栃木県 岩田 貴宏 静岡県 佐々木 司 岡山県 小野 質 宮崎県 川崎 清次

栃木県 上野 学 静岡県 大塚 康秀 岡山県 上野 卓 鹿児島県 池田 眞也

栃木県 村山 啓太 静岡県 渡辺 智義 岡山県 大熊 佳治 鹿児島県 帖佐 徳人

栃木県 谷津 義男 静岡県 武嶋 茂 岡山県 末石 敏夫 鹿児島県 松澤 尚明

群馬県 青木 義彦 静岡県 萩原 一孝 広島県 中重 勝 沖縄県 仲本 渚

埼玉県 影井 弘雄 愛知県 河村 圭章 広島県 馬渡 崇 沖縄県 仲本 正樹

埼玉県 源 洋子 愛知県 甲斐 伸一 広島県 平井 宏治

埼玉県 高島 正樹 愛知県 小川 隆 広島県 林 克也

埼玉県 神山 直三 愛知県 杉山 幸重 山口県 寄田 奈緒美

埼玉県 鳥居 健 愛知県 尾﨑 和郎 山口県 正司 尚義

埼玉県 藤井 清 愛知県 鈴木 荀一 山口県 田中 和良

埼玉県 目良 明裕 愛知県 小林 克己 香川県 三野 卓哉

埼玉県 小泉 茉優 愛知県 中村 翔 香川県 山下 晃弘

千葉県 金坂 広幸 愛知県 岡田 和也 香川県 田所 智行

千葉県 酒寄 貴瀬 三重県 安野 智也 香川県 馬渕 章弘

千葉県 藤平 敏 三重県 西之坊 英雄 徳島県 粟飯原 稔仁

千葉県 冨澤 聡 三重県 藤野原 眞治 徳島県 岡部 昌彦

東京都 三木 容子 岐阜県 上野 茂男 徳島県 吉見 友紀

東京都 毛塚 明善 岐阜県 鷲見 勝彦 徳島県 木内 栄一郎
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北海道 遠藤 弘行 東京都 原田 誠矢 奈良県 坂本 龍彦

北海道 加藤 大輔 東京都 佐々木 健人  奈良県 阪口 真唯

青森県 平山 明寿 東京都 作本 諭寛 奈良県 西村 直也

宮城県 佐藤 勝英 東京都 田中 貴久 和歌山県 久喜 恵

宮城県 向山 貴史 東京都 片山 隆 和歌山県 野々村 慧

宮城県 秋山 輝吉 東京都 桑原 凌 和歌山県 町田 健太郎

宮城県 青木 みずき 東京都 今仲 章 鳥取県 森田 浩明

福島県 猪山 勝弘 神奈川県 栗山 公秀 島根県 三原 千晶

福島県 肥沼 雄大 神奈川県 松田 知幸 岡山県 西谷 諭

福島県 菊地 映美 神奈川県 津田 茉里香 山口県 髙田 裕治

福島県 須藤 和輝 神奈川県 臼井 一 香川県 堀水 宏次郎

福島県 國分 翔麻 神奈川県 信田 健介 香川県 橋田 昌樹

福島県 齋藤 慶太 神奈川県 牟田 沙那 徳島県 青木 満博

福島県 蒔苗 伶菜 新潟県 石塚 靖 徳島県 尾崎 道治

茨城県 山田 優子 ⾧野県 井上 和宏 高知県 阿部 孝

茨城県 太田 和泉 ⾧野県 横沢 聡 福岡県 礒部 恭輔

群馬県 吉野 登 富山県 麹谷 幸久 福岡県 礒部 俊雄

群馬県 田村 晃一 石川県 山下 理貴 佐賀県 管 慶信

埼玉県 橋本 弘之 福井県 小林 幹夫 佐賀県 折口 賢太郎

埼玉県 佐々木 廣郎 福井県 西 政幸 ⾧崎県 松尾 正孝

埼玉県 佐藤 眞 静岡県 川原 智志 ⾧崎県 田中 智美

埼玉県 松田 信義 岐阜県 宮部 裕介 ⾧崎県 島田 加奈

埼玉県 田中 克幸 岐阜県 近藤 義秋 熊本県 松原 和哉

埼玉県 田中 僚一郎 岐阜県 多田 良也 熊本県 津川 英雄

埼玉県 井上 理恵 岐阜県 松巾 亜由 熊本県 迫 俊介

埼玉県 角谷 理沙 滋賀県 橋爪 一馬 大分県 工藤 湧士

埼玉県 古野本 真希 滋賀県 綾戸 真美 大分県 森 祐貴

埼玉県 西野 均 滋賀県 藤田 政宏 鹿児島県 吉川 和宏

埼玉県 中島 優 京都府 高橋 信吾 鹿児島県 新里 葉津紀

埼玉県 藤田 志穏 京都府 矢橋 晃 鹿児島県 清川 佑介

埼玉県 野口 優太 大阪府 笠井 善仁 日障連 桂 玲子

埼玉県 米村 諒志 大阪府 嶋津 勝敏 学生連盟 大木 盛義

千葉県 勝股 貴洋 大阪府 木田 知宏 学生連盟 山村 僚

千葉県 公賀 智行 大阪府 芝村 僚太 学生連盟 山本 佳奈

東京都 今吉 敏博 大阪府 景山 拓朗 学生連盟 杉岡 美奈

東京都 ⾧宗 祐二 大阪府 福島 智子 学生連盟 須藤 光太

東京都 髙田 義三 大阪府 大谷 秀 秋田県 三浦 弘幸

東京都 小野 広人 大阪府 野尻 英一 山形県 新宮 由貴

東京都 三島 裕介 兵庫県 伊倉 正敏 宮城県 阿部 裕紀子

東京都 小山 将太郎 兵庫県 寒川 晶仁 埼玉県 上之園 正一

東京都 染谷 美紀 兵庫県 園部 和貴 北海道 土橋 隆一

東京都 谷川 諒 兵庫県 佐伯 佳昭 埼玉県 茂木 孝

東京都 津場 恭平 兵庫県 砂川 浩一

東京都 内田 翔 兵庫県 大西 健一

東京都 平澤 卓也 兵庫県 木村 圭佑

東京都 刘 炫慈 兵庫県 淺木 良太
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山形県 秋場 規孝

埼玉県 塩旗 園香

東京都 佐々木 孝彦

東京都 山下 翼

石川県 寺沢 元太

三重県 山本 拓生

岐阜県 水野 賢利

大阪府 北山 太佑

島根県 木原 一也

岡山県 丸山 純平

学生連盟 織田 翔


