
氏名 フリガナ 区分 氏名 フリガナ 区分
1 芦高司 ｱｼﾀｶﾂｶｻ アマ 1 青木さとみ ｱｵｷｻﾄﾐ アマ
2 井口貴之 ｲｸﾞﾁﾀｶﾕｷ アマ 2 青木誠 ｱｵｷﾏｺﾄ アマ
3 池内信章 ｲｹｳﾁﾉﾌﾞｱｷ アマ 3 安里秀策 ｱｻﾄｼｭｳｻｸ アマ
4 石橋理加 ｲｼﾊﾞｼﾘｶ アマ 4 飯田千恵子 ｲｲﾀﾞﾁｴｺ アマ
5 伊藤知也 ｲﾄｳﾄﾓﾔ アマ 5 板倉直人 ｲﾀｸﾗﾅｵﾄ アマ
6 稲内茂良 ｲﾅｳﾁｼｹﾞﾖｼ アマ 6 伊藤宗一郎 ｲﾄｳｿｳｲﾁﾛｳ アマ
7 乾口拓己 ｲﾇｲｸﾞﾁﾀｸﾐ アマ 7 海中一泰 ｳﾐﾅｶｶｽﾞﾔｽ アマ
8 岩木理美 ｲﾜｷﾏｻﾐ アマ 8 漆原透 ｳﾙｼﾊﾗﾄｵﾙ アマ
9 上松正幸 ｳｴﾏﾂﾏｻﾕｷ アマ 9 榮野川志穂 ｴﾉｶﾞﾜｼﾎ アマ
10 大西宏尚 ｵｵﾆｼﾋﾛﾅｵ アマ 10 大江章友 ｵｵｴｱｷﾄﾓ アマ
11 大本加奈子 ｵｵﾓﾄｶﾅｺ アマ 11 岡本雅司 ｵｶﾓﾄﾏｻｼ アマ
12 落合英治 ｵﾁｱｲｴｲｼﾞ アマ 12 勝元貴也 ｶﾂﾓﾄﾀｶﾔ アマ
13 小野豊 ｵﾉﾕﾀｶ アマ 13 仮屋幸人 ｶﾘﾔﾕｷﾋﾄ アマ
14 小幡章夫 ｵﾊﾞﾀｱｷｵ アマ 14 菊池勇人 ｷｸﾁﾕｳﾄ アマ
15 景山多美子 ｶｹﾞﾔﾏﾀﾐｺ アマ 15 小室明彦 ｺﾑﾛｱｷﾋｺ アマ
16 蟹江和敬 ｶﾆｴｶｽﾞﾀｶ アマ 16 近藤ひろみ ｺﾝﾄﾞｳﾋﾛﾐ アマ
17 川西隆雄 ｶﾜﾆｼﾀｶｵ アマ 17 佐々木眞人 ｻｻｷﾏｻﾄ アマ
18 川畑末男 ｶﾜﾊﾞﾀｽｴｵ アマ 18 佐藤達也 ｻﾄｳﾀﾂﾔ アマ
19 桐茉由美 ｷﾘﾏﾕﾐ アマ 19 里康幸 ｻﾄﾔｽﾕｷ アマ
20 久保孝仁 ｸﾎﾞﾀｶﾋﾄ アマ 20 澤田剛宏 ｻﾜﾀﾞﾀｶﾋﾛ アマ
21 黒田寿志 ｸﾛﾀﾞﾋｻｼ アマ 21 新畑雄飛 ｼﾝﾊﾞﾀﾕｳﾋ アマ
22 高橋知哉 ﾀｶﾊｼﾄﾓﾔ アマ 22 菅城一彦 ｽｶﾞｷｶｽﾞﾋｺ アマ
23 田中誠也 ﾀﾅｶｾｲﾔ アマ 23 杉江和哉 ｽｷﾞｴｶｽﾞﾔ アマ
24 谷田浩二 ﾀﾆﾀﾞｺｳｼﾞ アマ 24 高岸小織 ﾀｶｷﾞｼｻｵﾘ アマ
25 辻雅治 ﾂｼﾞﾏｻﾊﾙ アマ 25 高岸秀樹 ﾀｶｷﾞｼﾋﾃﾞｷ アマ
26 堤田晃 ﾂﾂﾐﾀﾞｱｷﾗ アマ 26 田中淳一 ﾀﾅｶｼﾞｭﾝｲﾁ アマ
27 堂元孝修 ﾄﾞｳﾓﾄﾀｶﾋﾛ アマ 27 丹野英樹 ﾀﾝﾉﾋﾃﾞｷ アマ
28 堂山左千子 ﾄﾞｳﾔﾏｻﾃｺ アマ 28 長澤和仁 ﾅｶﾞｻﾜｶｽﾞﾋﾄ アマ
29 中川みちこ ﾅｶｶﾞﾜﾐﾁｺ アマ 29 中村智季 ﾅｶﾑﾗﾄﾓｷ アマ
30 仲世古照代 ﾅｶｾｺﾃﾙﾖ アマ 30 成田晋 ﾅﾘﾀﾉﾎﾞﾙ アマ
31 中西幸一 ﾅｶﾆｼｺｳｲﾁ アマ 31 西村和眞 ﾆｼﾑﾗｶｽﾞﾏ アマ
32 中村桂 ﾅｶﾑﾗｹｲ アマ 32 日野代暉 ﾋﾉﾀﾞｲｷ アマ
33 西口元気 ﾆｼｸﾞﾁｹﾞﾝｷ アマ 33 平野智美 ﾋﾗﾉﾄﾓﾐ アマ
34 西田一馬 ﾆｼﾀﾞｶｽﾞﾏ アマ 34 平林幸二 ﾋﾗﾊﾞﾔｼｺｳｼﾞ アマ
35 廿日岩大志 ﾊﾂｶｲﾜﾋﾛｼ アマ 35 福永義昭 ﾌｸﾅｶﾞﾖｼｱｷ アマ
36 平松健二 ﾋﾗﾏﾂｹﾝｼﾞ アマ 36 藤村隆史 ﾌｼﾞﾑﾗﾀｶｼ アマ
37 廣瀬美沙 ﾋﾛｾﾐｻ アマ 37 古橋秀規 ﾌﾙﾊｼﾋﾃﾞﾉﾘ アマ
38 吹上千晴 ﾌｷｱｹﾞﾁﾊﾙ アマ 38 前田健一郎 ﾏｴﾀﾞｹﾝｲﾁﾛｳアマ
39 堀内秀紀 ﾎﾘｳﾁﾋﾃﾞｷ アマ 39 槇野岩雄 ﾏｷﾉｲﾜｵ アマ
40 前田義雄 ﾏｴﾀﾞﾖｼｵ アマ 40 森孝之 ﾓﾘﾀｶﾕｷ アマ
41 松月哲也 ﾏﾂﾂﾞｷﾃﾂﾔ アマ 41 山口朋子 ﾔﾏｸﾞﾁﾄﾓｺ アマ
42 毛利和弘 ﾓｳﾘｶｽﾞﾋﾛ アマ 42 山本政男 ﾔﾏﾓﾄﾏｻｵ アマ
43 山口肇 ﾔﾏｸﾞﾁﾊｼﾞﾒ アマ 43 山本美保 ﾔﾏﾓﾄﾐﾎ アマ
44 山根巧 ﾔﾏﾈﾀｸﾐ アマ 44 吉田大祐 ﾖｼﾀﾞﾀﾞｲｽｹ アマ
45 山村一雄 ﾔﾏﾑﾗｶｽﾞｵ アマ 45 吉村隆 ﾖｼﾑﾗﾀｶｼ アマ
46 吉川慶一 ﾖｼｶﾜｹｲｲﾁ アマ 46 荒井慎太朗 ｱﾗｲｼﾝﾀﾛｳ プロ
47 吉野正彦 ﾖｼﾉﾏｻﾋｺ アマ 47 播磨友和 ﾊﾘﾏﾄﾓｶｽﾞ プロ
48 和田篤史 ﾜﾀﾞｱﾂｼ アマ 48 太田誠 ｵｵﾀﾏｺﾄ プロ
49 髙田浩規 ﾀｶﾀﾞﾋﾛｷ プロ 49 今瀧賢 ｲﾏﾀｷｹﾝ プロ
50 山下周作 ﾔﾏｼﾀｼｭｳｻｸ プロ 50 入口光司 ｲﾘｸﾞﾁｺｲｼﾞ プロ
51 藤井大輔 ﾌｼﾞｲﾀﾞｲｽｹ プロ 51 望月大士 ﾓﾁﾂﾞｷﾀﾞｲｼ プロ
52 西川弘文 ﾆｼｶﾜﾋﾛﾌﾐ プロ 52 堀ノ内智大 ﾎﾘﾉｳﾁﾄﾓﾋﾛ プロ
53 児玉有樹 ｺﾀﾞﾏﾕｳｷ プロ 53 高橋俊彦 ﾀｶﾊｼﾄｼﾋｺ プロ
54 一谷知広 ｲﾁﾀﾆﾄﾓﾋﾛ プロ 54 志摩竜太郎 ｼﾏﾘｮｳﾀﾛｳ プロ
55 馬場一 ﾊﾞﾊﾞﾊｼﾞﾒ プロ 55 木田大輔 ｷﾀﾞﾀﾞｲｽｹ プロ
56 水本有希 ﾐｽﾞﾓﾄﾕｳｷ プロ 56 新城一也 ｼﾝｼﾞｮｳｶｽﾞﾔ プロ
57 榎大成 ｴﾉｷﾀｲｾｲ プロ 57 桑籐美樹 ｸﾜﾄｳﾐｷ プロ
58 角戸英隆 ｶｸﾄﾋﾃﾞﾀｶ プロ 58 内藤真裕美 ﾅｲﾄｳﾏﾕﾐ プロ
59 堀井千恵 ﾎﾘｲﾁｴ プロ 59 松尾星伽 ﾏﾂｵｾｲｶ プロ
60 大根谷愛 ｵｵﾈﾔｱｲ プロ 60 澤田春花 ｻﾜﾀﾞﾊﾙｶ プロ
61 櫻井眞利子 ｻｸﾗｲﾏﾘｺ プロ 61

62 岡本明菜 ｵｶﾓﾄｱｷﾅ プロ
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