
東京会場 

1014 今村 雅幸 
1017 上原 康拓 
1032 鬼頭 康文 
1041 斎藤 紗也香 
1054 清水 愛美 
1070 中川 佳実 
1071 長塚 舞弓 
1075 野川 里香 
1081 濱田 大輔 
1088 藤田 恭一 
1098 松本 泰明 
1099 間根山 真平 
1106 柳本 照雄 
1113 渡邊 瑞紀 
1114 小向 力 
1117 土橋 由明 
1120 山下 輪子 
1127 瀬古 栞 
1139 齋藤 健司 
1144 猪俣 留美子 
1145 鹿毛 美也子 
1146 熊井 俊輔 
1150 中島 健 
1151 塙 享子 
1152 松田 智 
1153 谷口 洋平 
1157 宮本 潤一 
1165 一之谷 幸博 
1167 紺野 大樹 
1168 佐賀 国弘 
1169 高木 秀樹 
1171 飯島 昌幸 
1172 伊澤 愛 

1173 太田 啓介 
1174 管家 昭人 
1175 小林 晃央 
1176 早田 確 
1177 布川 英史 
1178 毛内 雄一郎 
1179 山﨑 隆雅 
1180 薄井 勇有 
1181 小林 丈晃 
1187 大曽根 香織 
1188 土井 三枝子 
1190 松南 誠 
1194 小林 桃佳 
1195 佐々木 博美 
1196 畑野 幸子 
1206 大関 祐太郎 
1207 大槻 佳樹 
1213 久木田 匡 
1222 新澤 亮平 
1223 鈴木 真之 
1225 瀬尾 大輔 
1235 野村 立樹 
1236 初山 翔太 
1241 丸本 夢萌 
1248 後藤 直人 
1249 高橋 良平 
1250 樋口 克巳 
1251 吉岡 永吾 
1252 青山 和弘 
1253 篠塚 祐一朗 
1255 高橋 裕樹 

 

埼玉会場 

1601 青山 有葉 

1609 稲葉 純平 
1621 鎌田 雅澄 
1634 武本 勇矢 
1636 堤 美穂 
1649 相原 健太郎 
1660 大木 廣介 
1663 室井 英男 
1672 栗本 陽 
1673 星田 淳 
1674 武藤 礼浩 
1675 片山 理恵 
1679 小保方 昇 
1680 和田 剛 

1681 草柳 俊彦 

1682 松藤 茂太 

1694 白岩 祐太 

1696 知念 大貴 

1699 野口 均 

1703 前島 祥孝 

1704 三輪 英人 

1705 寺内 宏太郎 

1708 山本 裕介 

1709 米田 聖子 

 

大阪会場 

2001 朝日 沙都美 
2006 岡本 篤志 
2009 上尾 和希子 
2012 川本 剛史 
2014 木下 亮太 
2016 金城 勇介 
2018 古瀬村 美寿枝

2019 小林 晴香 
2021 蔡 彩香 



2024 生賀 千友紀 
2035 飛岡 宏亮 
2039 長谷 有香 
2040 長谷川 喜好 
2048 松尾 祐司 
2063 第新 努 
2065 宮本 武志 
2080 平本 大助 
2084 籔野 博司 
2085 藤村 明男 
2095 登り山 章代 
2100 川田 歩 
2104 平井 康稔 
2105 矢ヶ部 佳光 
2106 吉田 典正 
2109 壁谷 光ニ 
2110 石崎 万咲 
2113 新田 守太 
2116 北川 真紀子 
2118 森木 隆文 
2119 木村 滋 
2120 戸田 湧也 
2121 中村 友香 
2122 樋口 加容子 
2133 川端 美由貴 
2155 迫 隆 
2158 片倉 勤 
2159 北 真吾 
2164 岡田 潔 
2165 北山 誉至宗 
2166 畠中 康博 
2168 広瀬 光一 
2169 柴田 真政 

 

北海道会場 

3002 伊藤 博幸 

3009 笹本 強 

3016 横田 伸介 

3019 深田 浩一 

3020 三浦 浩明 

3025 江畑 佳来 

3026 林 昌彦 

3034 大友 将人 

3035 豊澤 聖子 

3036 中谷 技 

3037 古舘 剛 

3038 遠藤 基史 

 

宮城会場 

4002 渥美 枝莉花 

4023 星 玲子 

4025 松浦 めぐみ 

4029 石戸谷 健悦 

4031 中村 真一 

4043 髙橋 森 

4046 松田 昭 

4051 伊藤 貴徳 

4053 熊谷 裕典 

4054 後藤 妙子 

4066 阿部 愛弓 

4067 千葉 隆 

4071 郷右近 徹生 

 

新潟会場 

5008 諏佐 真太郎 

5014 佐藤 こずえ 

5020 磯島 由桂子 

5021 田浪 秀昭 

5026 取嶌 大朗 

5028 大沼 和也 

 

石川会場 

6005 佐藤 陽一 

6011 橋本 妙喜子 

6014 八木 哲也 

6017 和田 竜也 

6019 吉永 裕美 

6025 廣田 実夢 

6026 中野 正啓 

6029 畔田 悠未 

6036 塚本 健二 

6038 森川 貴之 

 

愛知会場 

7002 天野 秀作 

7005 石黒 次郎 

7010 奥谷 美樹 

7021 清水 千恵 

7022 杉山 義織 

7030 中村 泰臣 

7035 藤谷 信敦 

7037 堀切 ありさ 

7043 山下 ほたる 

7053 水谷 弘樹 

7060 海川 雄木 

7073 那須野 史明 

7075 水谷 崇志 

7078 岡 豊大 

7079 榊原 宏次 



7080 日比 恵治 

7083 岡田 康伸 

7084 鈴木 麗央 

7087 菅原 良人 

7090 岩田 義夫 

7091 小林 成嘉 

7092 塩澤 佐弥 

7104 岡田 拓也 

7114 生川 正剛 

7132 川口 恒星 

7135 鈴木 浩隆 

7137 中村 一史 

7138 前橋 加代 

7140 渡邉 恵美 

7141 嶋崎 奈穂 

 

岡山会場 

8001 井口 郁果 

8005 上田 高裕 

8010 織田 真治 

8048 西村 衣理華 

8049 三澤 寿和 

8050 秋山 一樹 

8052 山田 裕也 

8055 飛子 義裕 

8056 浜崎 浩 

8057 岩田 直 

8058 川城 敦 

8059 坂田 藍 

8071 佐々木 諭 

8078 余村 薫 

8080 笠島 寛仁 

8081 高藤 朋幸 

8083 湯木 智也 

8084 平田 侑大 

 

香川会場 

8510 田村 一明 

8520 池添 博司 

8521 狩野 英星 

8535 松末 亮広 

 

福岡会場 

9003 幾嶋 亮太 

9005 池田 彰子 

9011 岡本 恵子 

9015 川越 清英 

9016 川野 紗代子 

9018 木内 省吾 

9020 久保 聖子 

9028 瀧口 禎輝 

9029 武石 悠希 

9059 山下 秀喜 

9065 岩永 心一 

9074 馬渡 孝純 

9075 赤坂 玲磨 

9076 石國 征生 

9079 島川 知蓮 

9080 松本 綾子 

9083 尾坐 浩二 

9085 神戸 貴与美 

9086 木﨑 佳代子 

9088 吉野 隆二 

9090 村田 育実 

9091 山本 数馬 

9092 吉武 亜希子 

9095 石田 静香 

9104 深見 裕司 

9106 三森 奈々 

9108 横溝 英馬 

9110 橋口 侑平 

 

鹿児島会場 

9504 栢森 加奈子 

9512 松田 渓一 

9522 大德 隆志 

9523 高田 繁 

9526 町田 章太郎 

9528 嘉村 良介 

9529 豊増 正一郎 

9532 山田 さおり 

9534 原口 正治 

 

沖縄会場 

9803 内嶺 太佑 

9816 浅沼 遥香 

9822 金城 翔也 

9828 仲松 宏太 

9830 前川 高廣 

以上、265 名 

 
 


