
No 氏名 所属 No 氏名 所属
1 大川　正視 北海道 61 佐々木　司 静岡県
2 寺澤　良悦 青森県 62 萩原　一孝 静岡県
3 菅野　利雄 宮城県 63 武嶋　茂 静岡県
4 粟野　眞 宮城県 64 澤戸覚 静岡県
5 菅沼　誠 宮城県 65 尾﨑　和郎 愛知県
6 伊藤　光長 秋田県 66 鈴木　荀一 愛知県
7 小坂  誠 秋田県 67 鈴木 慎平 愛知県
8 阿部　栄一郎 山形県 68 大谷　肇 愛知県
9 須藤　盛夫 福島県 69 安野　智也 三重県
10 小野　信太郎 福島県 70 西之坊 英雄 三重県
11 捧　勝美 福島県 71 鷲見　勝彦 岐阜県
12 吉野登 群馬県 72 上野　茂男 岐阜県
13 入江　哲夫 茨城県 73 杉　章男 滋賀県
14 五十嵐　治人 茨城県 74 永野　智 滋賀県
15 佐藤　陽介 栃木県 75 二宮　康人 滋賀県
16 谷津義男 栃木県 76 宇多　雅詩 京都府
17 深谷　雅子 埼玉県 77 田村　恒彦 京都府
18 武政　宏 埼玉県 78 橋本　一平 京都府
19 神山　直三 埼玉県 79 田上　諒 京都府
20 田中　僚一郎 埼玉県 80 野尻　英一 京都府
21 山下　せろな 埼玉県 81 坂　英治 京都府
22 橋本  弘之 埼玉県 82 榊原　嘉仁 京都府
23 髙島正樹 埼玉県 83 髙橋 信吾 京都府
24 中尾乾 埼玉県 84 田中千晴 京都府
25 大野　明敏 千葉県 85 長井 弘信 大阪府
26 酒寄　貴瀬 千葉県 86 品田　文祥 大阪府
27 岡田　亜美 千葉県 87 神澤　幸男 大阪府
28 藤平敏 千葉県 88 井浦　澄夫 大阪府
29 保谷憲久 千葉県 89 栗田　嘉昭 大阪府
30 袴田　登喜造 東京都 90 成山悟史 大阪府
31 伊藤　貞章 東京都 91 福永　泰幸 兵庫県
32 森田　益行 東京都 92 佐川　肇 奈良県
33 今吉　敏博 東京都 93 太田　悦可 奈良県
34 長宗　祐二 東京都 94 赤松 拓也 奈良県
35 毛塚　明善 東京都 95 濵辺 仁孝 奈良県
36 藤井　彌 東京都 96 出来可也 和歌山県
37 三木　容子 東京都 97 長谷川　勝壽 鳥取県
38 松本　俊一 東京都 98 松本　雅文 鳥取県
39 深澤　佑樹 東京都 99 平井　宏治 広島県
40 劉　炫慈 東京都 100 馬渡　崇 広島県
41 粟生由紀 東京都 101 山下　晃弘 香川県
42 香西俊輔 東京都 102 三野卓哉 香川県
43 佐橋朋木 東京都 103 山下尚彦 愛媛県
44 西森啓 東京都 104 井上　章 高知県
45 谷川諒 東京都 105 高橋 正好 高知県
46 小塚 朋子 神奈川県 106 井上多津 高知県
47 小室美栄子 神奈川県 107 江藤　隆康 福岡県
48 廣田眞作 神奈川県 108 高柳喜人 佐賀県
49 川口　絵美子 新潟県 109 姉川新 佐賀県
50 田中　爾 新潟県 110 鍵山　博 長崎県
51 西澤　精一 新潟県 111 友清　克己 長崎県
52 伊藤　哲 富山県 112 山田精一郎 長崎県
53 松住　英樹 富山県 113 松尾正孝 長崎県
54 荒井　文代 富山県 114 渡辺雄児 長崎県
55 田村　達 石川県 115 松本　光泰 大分県
56 丸山貴司 石川県 116 横山　博 宮崎県
57 浜田　博行 福井県 117 川崎清次 宮崎県
58 生島　賀寿也 福井県 118 照屋　峰一 沖縄県
59 猪坂 　桂 福井県 119 仲本　渚 沖縄県
60 相模敏之 福井県 120 仲本正樹 沖縄県
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