
No 氏　　名 登録地

No 氏　　名 登録地 ２５０ 高瀬  浩明 愛知県

２５１ 片山　草太 大阪府
２００ 高嶋  大翔 神奈川県 ２５２ 石橋　健志 大阪府
２０１ 伊藤  一聖 学連東京 ２５３ 安田  巧 大阪府
２０２ 和田  恵歩 大阪府 ２５４ 城所　龍文 新潟県
２０３ 水野  倫太郎 学連千葉 ２５５ 藤本　翔 神奈川県
２０４ 伴野  幹久 学連東京 ２５６ 橋本　将功 愛知県
２０５ 佐相  宏明 東京都 ２５７ 中嶋　聡 兵庫県
２０６ 樋口　周作 学連大阪 ２５８ 鹿谷  悠一郎 愛知県
２０７ 尾関  俊亮 愛知県 ２５９ 山下　智紀 愛知県
２０８ 福田　真也 広島県 ２６０ 田中　大祐 愛媛県
２０９ 八子  航平 東京都
２１０ 木口　僚 大阪府 ３５０ 田中  健一 兵庫県
２１１ 和智　健人 学連愛知 ３５１ 内野  良平 大阪府

３５３ 白崎  涼介 東京都
３００ 松下　雅俊 大阪府 ３５４ 橋口  賢一郎 大阪府
３０１ 坂口　将人 神奈川県 ３５５ 久保  護 愛知県
３０２ 増田　雄太 広島県 ３５６ 大畑　勇人 和歌山県
３０３ 岩城　崇志 東京都 ３５７ 森下  裕之 岐阜県
３０４ 長岡　昌宏 愛知県 ３５８ 眞野　晃寿 静岡県
３０５ 岡田　和幸 兵庫県 ３５９ 高田　裕基 大阪府
３０６ 藤井  雅之 岐阜県 ３６０ 永田　将司 大阪府
３０７ 城阪　佳佑 兵庫県 ３６１ 天野  一貴 大阪府
３０８ 菱沼　卓也 東京都 ３６２ 石塚　淳一 兵庫県
３０９ 町田　宣人 石川県 ３６３ 伊藤  守彦 愛知県
３１０ 下村  英典 三重県 ３６４ 土田  洋平 岐阜県
３１１ 丸山　浩司 神奈川県 ３６５ 森山　寿 東京都
３１２ 小林  祐太 東京都 ３６６ 仙田　敬之 神奈川県
３１３ 倉内　誠司 愛知県 ３６７ 和田　吉弘 愛知県
３１４ 佐竹　省治 愛知県 ３６８ 櫻井　宏樹 愛知県
３１５ 根橋  加寿馬 大阪府 ３７０ 峰  武史 埼玉県
３１６ 三井　雄貴 東京都 ３７１ 平垣  賢祐 大阪府
３１７ 上野　修平 愛知県 ３７２ 間瀬　啓介 愛知県
３１８ 松木　康祐 大阪府 ３７３ 渡邉　靖之 長野県
３１９ 高橋　利明 静岡県 ３７４ 野口  之男 埼玉県
３２０ 大石  裕之 愛知県 ３７５ 内藤　克仁 静岡県
３２１ 黒田  洋輔 三重県 ３７６ 稲川  太 三重県
３２２ 清水　晃治 東京都 ３７７ 三田　博史 兵庫県
３２３ 池田　憲史 兵庫県 ３７８ 小畑  太一 神奈川県
３２４ 嶋村  周守 三重県 ３７９ 工藤　顕 兵庫県
３２５ 野間　琢生 愛知県 ３８０ 鵜飼　達彦 愛知県
３２６ 宮部  祥一 鳥取県 ３８１ 大野　悟 神奈川県
３２７ 櫻井  秀樹 愛知県 ３８２ 大石　敏夫 兵庫県
３２８ 加藤　哲志 愛知県 ３８３ 中垣内　敦詞 愛知県
３２９ 大村　成伸 愛知県 ３８４ 樫原　祐市 滋賀県
３３０ 河村　真吾 愛知県 ３８５ 仲本　祥太郎 岐阜県
３３１ 須川 慎也 愛知県 ３８６ 小出　宗一郎 大阪府
３３２ 喜多　隆司 神奈川県 ３８８ 小林　忠広 愛知県
３３３ 笘谷　宏樹 奈良県 ３８９ 中島　正則 愛知県
３３４ 福田  喜春 愛知県 ３９０ 石原 基宏 愛知県
３３５ 西原　且浩 兵庫県 ３９１ 大竹　厚 石川県
３３６ 大西  智広 大阪府 ３９２ 井上　雅弘 兵庫県
３３７ 中村  剛士 岐阜県 ３９３ 鎌仲  賢次 三重県
３３８ 大和 晃 大阪府 ３９４ 町 晴秋 神奈川県
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No 氏　　名 登録地 ４５０ 藤本　茂 兵庫県
４５１ 藤田  敏 大阪府

４００ 福田　昌三 大阪府 ４５２ 大嶋　健治 愛知県
４０１ 宮内　俊輔 大阪府 ４５３ 山崎　隆生 大阪府

４０２ 渡辺　真吾 愛知県 ４５４ 奥山　知昭 岡山県

４０３ 東口　佳史 大阪府 ４５５ 内田  忠夫 三重県

４０４ 石井　仁平 新潟県 ４５６ 大西  伸 大阪府

４０５ 平本　秀二 滋賀県 ４５７ 島村　健 福岡県

４０７ 中田　慎介 大阪府 ４５８ 佐藤　貴久 愛知県

４０８ 土居　雅博 大阪府 ４５９ 柴田　俊 岐阜県

４０９ 福島　泰史 埼玉県 ４６０ 安部　智之 大阪府

４１０ 多田　将英 東京都 ４６１ 神山　貴行 埼玉県

４１１ 神月  祥臣 兵庫県 ４６２ 米田  亮一 京都府

４１２ 大西　邦弘 兵庫県 ４６３ 笹部  直道 大阪府

４１３ 開崎　将延 奈良県 ４６４ 畠中　洋史 愛知県

４１４ 松岡　優 東京都 ４６５ 石川　眞一郎 東京都

４１５ 日向　孝光 東京都 ４６６ 奥野　英明 兵庫県

４１６ 古谷　幸慈 静岡県 ４６７ 鈴木　篤志 神奈川県

４１７ 矢野  知章 兵庫県 ４６８ 小杉  広大 兵庫県

４１８ 佐々木  暢彦 千葉県 ４６９ 河岡　徹 山口県

４１９ 浜田  守 岐阜県 ４７０ 山崎　健介 大阪府

４２０ 川村　龍太郎 愛知県 ４７１ 中川　将人 大阪府

４２１ 伊藤　渉 埼玉県 ４７２ 山本　邦夫 愛知県

４２２ 児玉  隆行 愛知県 ４７３ 上田  直樹 大阪府

４２３ 内藤  昭裕 愛知県 ４７４ 井上  浩一郎 東京都

４２４ 名越　秀国 広島県 ４７５ 神村  幸治 岐阜県

４２５ 小山　武志 兵庫県 ４７６ 眞弓　勝志 大阪府

４２６ 松元　孝臣 滋賀県 ４７７ 澤木　正典 大阪府

４２７ 真城　壮司 愛知県 ４７８ 丹羽  直人 愛知県

４２８ 大山　祐一 愛知県 ４７９ 永井  克明 神奈川県

４２９ 齋藤  憲彦 東京都 ４８０ 古田　哲也 愛知県

４３０ 新井　康祥 愛知県 ４８１ 中嶋　学 埼玉県

４３１ 金　英浩 愛知県 ４８２ 野池　祐志 東京都

４３２ 中山　賢次 長野県 ４８３ 山本　孝 愛知県

４３３ 鈴木  大介 愛知県 ４８４ 柳井  英之 大阪府

４３４ 堀田　卓朗 長崎県 ４８５ Morange Jean-Marc 東京都

４３５ 各務　正敏 岐阜県 ４８６ 松岡　岳 東京都

４３６ 青木　智宏 鳥取県 ４８７ 北川  貞大 京都府

４３７ 原田　修一 静岡県 ４８８ 佐藤  雄司 愛知県

４３８ 坂田　篤 愛知県 ４８９ 中井　俊光 大阪府

４３９ 山崎　豊 愛知県 ４９０ 勝見　万喜 滋賀県

４４０ 米岡　賢太郎 愛知県 ４９１ 西阪　充 大阪府

４４１ 三田村  達也 石川県 ４９２ 藤田　裕行 静岡県

４４２ 狹間  敏徳 大阪府 ４９３ 上田  憲一郎 長野県

４４３ 今林　義考 兵庫県 ４９４ 今井　均悟 神奈川県

４４４ 石原　隆司 兵庫県 ４９５ 岡崎　隆司 静岡県

４４６ 渡部　克彦 愛知県 ４９６ 青木　正明 京都府

４４７ 溝口　洋一 三重県 ４９７ 藤原　成祥 愛知県

４４８ 榊原　隆浩 愛知県 ４９８ 柳本　徹 大阪府

４４９ 福田　雅規 愛知県 ４９９ 日笠　浩一 愛知県

７５０ 山田　耕司 愛知県 ８５０ 佐野　康治 三重県

７５１ 千葉　裕二 愛知県 ８５１ 角張　勲 奈良県

７５２ 山田　敬一 岐阜県 ８５２ 辻田　清之 大阪府

７５３ 佐貫　伸行 神奈川県 ８５３ 大野  修平 愛知県

７５４ 石田  朋敬 滋賀県 ８５４ 酒谷　浩行 奈良県

７５５ 新美 貴士 愛知県 ８５５ 田中 純 愛知県
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５００ 境野　俊介 東京都 ６０２ 畑中　泰二 埼玉県

５０１ 平野　光司 兵庫県 ６０３ 川崎　潔 大阪府

５０２ 丸山　誠二 静岡県 ６０４ 粕渕　伸夫 埼玉県

５０３ 若林　孝佳 兵庫県 ６０５ 丹羽　良志輝 三重県

５０４ 永石　哲也 東京都 ６０６ 薩摩  和男 大阪府

５０５ 木元　正憲 兵庫県 ６０７ 長谷川　守 愛知県

５０６ 櫻井  正紀 福岡県 ６０８ 奥村　弘光 岐阜県

５０７ 利谷　知繁 神奈川県

５０８ 安藤　彰啓 大阪府 650 佐藤　賢二 新潟県
５０９ 藤田　義彦 静岡県 651 山口  清 愛知県
５１０ 篠江　洋人 東京都

５１１ 二階堂　洋史 東京都 ０２０ 出水　菜央 学連大阪

５１２ 三上  強 広島県 ０２１ 安藤  雪乃 学連東京

５１３ 金井　周悟 神奈川県

５１４ 高　嵐 兵庫県 ０３０ 工東  直美 静岡県

５１５ 一宮  修 愛知県 ０３１ 小林　千枝 東京都

５１６ 羽賀  正幹 岐阜県 ０３２ 西岡　彩 東京都

５１７ 宮崎　成生 兵庫県 ０３３ 土井  寛子 大阪府

５１８ 宮本  匡史 大阪府 ０３４ 渡辺  莉恵 大阪府

５１９ 三品　辰美 東京都

５２０ 金沢  守 山口県 ０３５ 川口　智子 愛知県

５２１ 橋本  浩一 大阪府 ０３６ 初澤  里佳 愛知県

５２２ 冨岡  敏憲 広島県 ０３７ 中塚　裕美 兵庫県

５２３ 丸井　英明 愛知県

５２４ 安田　邦光 愛知県 ０４０ 山本　かずえ 兵庫県

５２５ 山下　正晃 大阪府 ０４１ 松尾　由樹恵 兵庫県

５２６ 藤田　淳 京都府 ０４２ 松本　華奈 島根県
５２７ 藤巻　利宏 岐阜県 ０４３ 久恒　佐知子 愛知県

５２８ 中島　宣之 愛知県 ０４４ 佐久間  宏美 大分県

５２９ 穂迫　順一 愛知県

５３０ 川口　隆 愛知県 ０４５ 奥田  智美 三重県

５３１ 中村　正芳 愛知県 ０４６ 村田　聡子 神奈川県

５３２ 久保　秀一 三重県 ０４７ 藤田  亜弥 静岡県

０４８ 松本  陽子 愛知県

５５０ 藤城　健 愛知県

５５１ 堀　直則 新潟県 ０５０ 福井　幸代 愛知県

５５２ 足立　雅弘 兵庫県 ０５１ 村田　祥乃 静岡県

５５３ 寺岡  用二 滋賀県 ０５２ 竹内　みどり 東京都

５５４ 栗栖　太郎 大阪府

５５５ 宮脇　満 愛知県

５５６ 笛田　泰弘 愛知県

５５７ 伊藤　善也 愛知県

５５８ 浜田  徳幸 大阪府

５５９ 下平　胤寿 長野県

５６０ 脇阪  公昭 大阪府

５６１ 田中　静吾 大阪府

５６２ 山口  正 東京都

クラスはＩＴＵ・ＪＴＵ規定に基づき、2015年の年末年齢を採用しています。当日年齢ではありません。
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