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北海道（15名） 内馬場　朗仁 ウチババ　アキヒト 鈴木　尚孝 スズキ　ナオタカ

小野田　博介 オノダ　ヒロユキ 田中　岳宏 タナカ　タケヒロ

河崎　英里人 カワサキ　エリト 寺島　伸紀 テラシマ　ノブキ

北川　加織 キタガワ　カオリ 橋本　要 ハシモト　カナメ

北川　亨 キタガワ　トオル 丸山　聡史 マルヤマ　サトシ

佐藤　旭 サトウ　アキラ 宮下　桂 ミヤシタ　ケイ

島貫　明 シマヌキ　アキラ 吉田　勝利 ヨシダ　カツトシ

鈴木　恭子 スズキ　キョウコ

青森県（2名） 氣仙　大樹 キセン　ダイジュ 松橋　正幸 マツハシ　マサユキ

宮城県（16名） 大川　国博 オオカワ　クニヒロ 佐藤　弘一朗 サトウ　コウイチロウ

大久保　孝一 オオクボ　コウイチ 澤地　聡一 サワチ　ソウイチ

小笠原　貢 オガサワラ　ミツグ 残間　祥夫 ザンマ　ヨシオ

菊田　雅彦 キクタ　マサヒコ 志村　実 シムラ　ミノル

菊田　隆一 キクタ　リュウイチ 鈴木　優美 スズキ　ユウミ

菊地　信彦 キクチ　ノブヒコ 星　利成 ホシ　トシナリ

熊谷　透 クマガイ　トオル 目黒　健一 メグロ　ケンイチ

熊谷　英明 クマガイ　ヒデアキ 八島　淳 ヤシマ　アツシ

秋田県（1名） 佐藤　清人 サトウ　キヨヒト

山形県（1名） 菅原　勇一 スガワラ　ユウイチ

福島県（13名） 安部　総一郎 アベ　ソウイチロウ 鈴木　孝宏 スズキ　タカヒロ

猪狩　優樹 イガリ　ユウキ 多田　幸人 タダ　ユキヒト

大山　和幸 オオヤマ　カズユキ 舟部　賢一 フナベ　ケンイチ

木村　愛美 キムラ　マナミ 前田　淳 マエダ　ジュン

齋藤　奈津子 サイトウ　ナツコ 室原　真二 ムロハラ　シンジ

酒井　広宣 サカイ　ヒロノブ 柳沼　祐一 ヤギヌマ　ユウイチ

鈴木　康二 スズキ　コウジ

茨城県（13名） 岩田　正義 イワタ　マサヨシ 瀬川　美枝子 セガワ　ミエコ

梶岡　博樹 カジオカ　ヒロキ 髙岡　好信 タカオカ　ヨシノブ

刈屋　良将 カリヤ　ヨシマサ 田渡　喜久 タワタリ　ヨシヒサ

小口　勝裕 コグチ　カツヒロ 寺内　優佳 テラウチ　ユウカ

佐藤　秀孝 サトウ　ヒデタカ 野底　大介 ノソコ　ダイスケ

鈴木　敏幸 スズキ　トシユキ 宮田　紀子 ミヤタ　ノリコ

瀬川　俊輔 セガワ　シュンスケ

栃木県（8名） 赤塚　茂昭 アカツカ　シゲアキ 日向野　和美 ヒガノ　カズミ

光菅　敦司 コウスゲ　アツシ 増渕　貴志 マスブチ　タカシ

鈴木　和幸 スズキ　カズユキ 松本　貴志 マツモト　タカシ

田中　幸司 タナカ　コウジ 宮下　勝典 ミヤシタ　カツノリ

埼玉県（24名） 阿由葉　満春 アユバ　ミツハル 関口　嘉雄 セキグチ　ヨシオ
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埼玉県（つづき） 市川　光良 イチカワ　ミツヨシ 髙荷　尚幸 タカニ　ナオユキ

井辻　孝裕 イツジ タカヒロ 長崎　寛 ナガサキ　ヒロシ

岩崎　孝之 イワサキ　タカユキ 中西　裕之 ナカニシ　ヒロユキ

大月　久 オオツキ　ヒサシ 平本　利明 ヒラモト　トシアキ

小川　直行 オガワ　ナオユキ 堀江　忍 ホリエ　シノブ

小泉　知之 コイズミ　トモユキ 森　昭弘 モリ　アキヒロ

小山　哲治 コヤマ　テツハル 山口　広晃 ヤマグチ　ヒロアキ

佐久間　利晴 サクマ　トシハル 山口　裕司 ヤマグチ　ユウジ

佐藤　善郎 サトウ　ヨシオ 横山　克也 ヨコヤマ　カツヤ

杉本　裕樹 スギモト　ヒロキ 吉崎　健一 ヨシザキ　ケンイチ

須郷　武史 スゴウ　タケフミ 米橋　結太 ヨネハシ　ユウタ

千葉県（82名） 赤堀　温知 アカホリ　アツトモ 佐藤　まり子 サトウ　マリコ

阿部　透 アベ　トオル 柴野　美穂 シバノ　ミホ

阿部倉　毅 アベクラ　ツヨシ 志村　仁 シムラ　ヒトシ

雨宮　真吾 アマミヤ　シンゴ 白波瀬　靖 シラハセ　ヤスシ

安藤　勝教 アンドウ　カツノリ 鈴木　一隆 スズキ　カズタカ

飯塚　麻以 イイヅカ　マイ 鈴木　浩二 スズキ　コウジ

石井　理恵 イシイ　リエ 関口　紗稀 セキグチ　サキ

石川　秀樹 イシカワ　ヒデキ 髙野　和男 タカノ　カズオ

石田　直樹 イシダ　ナオキ 高野　真 タカノ　マコト

伊藤　奈央子 イトウ　ナオコ 武知　実波 タケチ　ミナミ

井上　幹生 イノウエ　ミキオ 谷　昌樹 タニ　マサキ

井原　豊 イハラ　ユタカ 時田　史人 トキタ　フミヒト

入江　啓太 イリエ　ケイタ 常世田　政三 トコヨダ　マサミ

内田　直樹 ウチダ　ナオキ 富沢　順之 トミザワ　ジュンジ

梅村　麻利子 ウメムラ　マリコ 内藤　梢 ナイトウ　コズエ

宇山　勇治 ウヤマ　ユウジ 中川　晃一 ナカガワ　コウイチ

浦田　順 ウラタ　ジュン 中里　忠 ナカサト　タダシ

江野澤　剛 エノサワ　ゴウ 中新　茂 ナカシン　シゲル

大内　佑介 オオウチ　ユウスケ 野口　泰男 ノグチ　ヤスオ

大田　晃弘 オオタ　アキヒロ 乃村　博之 ノムラ　ヒロユキ

大西　博之 オオニシ　ヒロユキ 橋本　敏宗 ハシモト　トシムネ

大場　貴樹 オオバ　タカジュ 橋本　浩志 ハシモト　ヒロシ

岡田　修平 オカダ　シュウヘイ 原島　大樹 ハラシマ　ヒロキ

岡村　達也 オカムラ　タツヤ 平野　和美 ヒラノ　カツミ

小川　文夫 オガワ　フミオ 平林　純 ヒラバヤシ　ジュン

小川　玲 オガワ　レイ 平山　栄典 ヒラヤマ　エイスケ

奥村　佐江子 オクムラ　サエコ 深沢　修 フカザワ　オサム

金子　義則 カネコ　ヨシノリ 福田　雅博 フクダ　マサヒロ

木村　洋則 キムラ　ヒロノリ 星　あさひ ホシ　アサヒ

木村　泰樹 キムラ　ヤスキ 松浦　高久 マツウラ　タカヒサ

木龍　伸尚 キリュウ　ノブヒサ 松田　享 マツダ　トオル

黒澤　稔 クロサワ　ミノル 水野　恵一 ミズノ　ケイイチ

小林　明治 コバヤシ　アキジ 水野　広二 ミズノ　コウジ

小林　弘幸 コバヤシ　ヒロユキ 村井　賢一 ムライ　ケンイチ
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千葉県（つづき） 齋藤　暁 サイトウ　アキラ 森　大輔 モリ　ダイスケ

斉藤　翼 サイトウ　ツバサ 森田　英子 モリタ　エイコ

齋藤　正直 サイトウ　マサナオ 門馬　恵一 モンマ　ケイイチ

井田　礼恵 サカグチ　ユキエ 山﨑　勝浩 ヤマザキ　カツヒロ

佐川　幸男 サガワ　ユキオ 吉井　祐吾 ヨシイ　ユウゴ

佐々木　千寿子 ササキ　チズコ 吉田　千賀子 ヨシダ　チカコ

佐々木　美菜子 ササキ　ミナコ 吉冨　亮介 ヨシトミ　リョウスケ

東京都（57名） 浅野　豊喜 アサノ　トヨキ 眞田　久美子 サナダ　クミコ

浅野　三枝 アサノ　ミエ 椎名　真己 シイナ　マサキ

飯野　静夫 イイノ　シズオ 篠崎　圭太 シノザキ　ケイタ

池田　治 イケダ　オサム 島田　伸一 シマダ　シンイチ

石井  忠宏 イシイ　タダヒロ 清水　昌作 シミズ　ショウサク

石井　宏志 イシイ　ヒロシ 志村　俊幸 シムラ　トシユキ

石嶋　幸治 イシジマ　コウジ 曽我　育広 ソガ　イクヒロ

一ノ瀬　さゆり イチノセ　サユリ 高杉　秀樹 タカスギ　ヒデキ

鵜澤　京子 ウザワ　キョウコ 高津　一利 タカツ　カズトシ

内海　義彦 ウツミ　ヨシヒコ 田口　和哉 タグチ　カズヤ

梅田　弥鶴 ウメダ　ミツル 武野　謙太郎 タケノ　ケンタロウ

恵利　正 エリ　タダシ 田邉　祐二 タナベ　ユウジ

遠藤　治彦 エンドウ　ハルヒコ 田村　直人 タムラ　ナオト

岡島　宏盛 オカジマ　ヒロモリ 千葉　歩実 チバ　アユミ

岡野谷　恵 オカノヤ　サトシ 弦田　勢 ツルタ　セイ

奥　典彦 オク　ノリヒコ 長岡　新一郎 ナガオカ　シンイチロウ

尾島　崇史 オジマ　タカヒト 中島　豪伸 ナカジマ　ヒデノブ

小野塚　浩一 オノヅカ　コウイチ 萩原　章太 ハギワラ　ショウタ

鍵山　伸宏 カギヤマ　ノブヒロ 濱野　良 ハマノ　リョウ

加藤　政一 カトウ　マサカズ 林　明弘 ハヤシ　アキヒロ

河合　雅人 カワイ　マサト 富加見　晃 フカミ　アキラ

菊池　薫 キクチ　カオル 古川　竜也 フルカワ　タツヤ

沓川　欣哉 クツカワ　キンヤ 丸山　亜希子 マルヤマ　アキコ

河野　友和 コウノ　トモカズ 丸山　肇 マルヤマ　ハジメ

小島　伸之 コジマ　ノブユキ 三浦　身江子 ミウラ　ミエコ

斎藤　直人 サイトウ　ナオト 楊原　勝史 ヤナギハラ　カツシ

佐々木　正人 ササキ　マサト 山口　武洋 ヤマグチ　タケヒロ

佐藤　晃子 サトウ　アキコ 山田　洋輔 ヤマダ　ヨウスケ

佐藤　修 サトウ　オサム

神奈川県（91名） 秋山　敏夫 アキヤマ　トシオ 田中　啓三 タナカ　ケイゾウ

浅井　義則 アサイ　ヨシノリ 田原　靖夫 タハラ　ヤスオ

足立　克巳 アダチ　カツミ 寺尾　恵一 テラオ　ケイイチ

安藤　清高 アンドウ　キヨタカ 戸井田　雅秋 トイダ　マサアキ

石井　啓子 イシイ　ケイコ 戸田　成美 トダ　ナルミ

石川　睦 イシカワ　マコト 戸田　雅人 トダ　マサト

石黒　俊一 イシグロ　シュンイチ 豊田　力 トヨダ　チカラ

石田　昌彦 イシダ　マサヒコ 鳥海　愛 トリウミ　アイ
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神奈川県（つづき） 石渡　正人 イシワタ　マサト 長島　茉奈 ナガシマ　マナ

井上　雄三 イノウエ　ユウゾウ 中田　大 ナカタ　ヒロシ

内田　一音 ウチダ　カズネ 七島　健彰 ナナシマ　タケアキ

内田　美智子 ウチダ　ミチコ 布目　純 ヌノメ　ジュン

梅原　隆浩 ウメハラ　タカヒロ 白田　知輝 ハクタ　トモキ

大川　浩一 オオカワ　コウイチ 濱田　雅徳 ハマダ　マサノリ

大川　佐知子 オオカワ　サチコ 林　淳一 ハヤシ　ジュンイチ

大川　浩人 オオカワ　ヒロト 林　英隆 ハヤシ　ヒデタカ

大島　光平 オオシマ　コウヘイ 平野　亮 ヒラノ　アキラ

太田　輝幸 オオタ　テルユキ 平林　政夫 ヒラバヤシ　マサオ

太田　龍平 オオタ　リュウヘイ 平林　雄己 ヒラバヤシ　ユウキ

大谷　英城 オオタニ　ヒデキ 福嶋　竜也 フクシマ　タツヤ

岡　廣光 オカ　ヒロミツ 福田　正樹 フクダ　マサキ

小川　征男 オガワ　マサオ 藤間　弘樹 フジマ　ヒロキ

奧田　絵麻 オクダ　エマ 藤原　健 フジワラ　ケン

尾崎　篤 オザキ　アツシ 細井　隆 ホソイ　タカシ

加嶋　裕介 カジマ　ユウスケ 本荘　睦 ホンジョウ　ムツミ

柏原　亮介 カシワバラ　リョウスケ 松永　直美 マツナガ　ナオミ

鴨部　健一 カモベ　ケンイチ 松本　剛直 マツモト　タケナオ

菊地　裕之 キクチ　ヒロユキ 三浦　安間 ミウラ　ヤスマ

木村　敬正 キムラ　タカマサ 三浦　雄大 ミウラ　ユウダイ

木村　秀典 キムラ　ヒデノリ 宮島　崇 ミヤジマ　タカシ

工藤　俊勝 クドウ　トシカツ 宗像　富次郎 ムナカタ　トミジロウ

熊倉　衆一郎 クマクラ　シュウイチロウ 宗政　涼子 ムネマサ　リョウコ

紅林　敏明 クレバヤシ　トシアキ 村川　新 ムラカワ　アラタ

齋藤　厚 サイトウ　アツシ 望月　崇嗣 モチヅキ　タカシ

齋藤　一 サイトウ　ハジメ 森川　信宏 モリカワ　ノブヒロ

佐藤　麻岐 サトウ　マキ 森田　哲也 モリタ　テツヤ

佐藤　正麗穂 サトウ　マリエ 諸星　輝光 モロホシ　テルミツ

佐野　和則 サノ　カズノリ 山口　英夫 ヤマグチ　ヒデオ

島村　重徳 シマムラ　シゲノリ 山下　剛 ヤマシタ　ゴウ

白井　純 シライ　ジュン 山田　慎一 ヤマダ　シンイチ

杉山　経太 スギヤマ　キョウタ 山田　達也 ヤマダ　タツヤ

鈴木　和由 スズキ　カズヨシ 山田　直人 ヤマダ　ナオト

鈴木　清司 スズキ　キヨシ 吉海　翔 ヨシカイ　ショウ

関野　光延 セキノ　ミツノブ 吉田　新一 ヨシダ　シンイチ

芹沢　朗夫 セリザワ　アキオ 渡辺　真通 ワタナベ　マサミチ

瀧内　裕 タキウチ　ユタカ

山梨県（1名） 三浦　豪 ミウラ　ゴウ

長野県（2名） 波間　貴志 ハマ　タカシ 山口　正道 ヤマグチ　マサミチ

新潟県（9名） 大宅　雅貴 オオヤ　マサキ 鍋田　慎介 ナベタ　シンスケ

小熊　勝博 オグマ　マサヒロ 廣田　明典 ヒロタ　アキノリ
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新潟県（つづき） 小林　徹 コバヤシ　トオル 星　智 ホシ　アキラ

坂詰　忠司 サカヅメ　タダシ 矢沢　浩一 ヤザワ　コウイチ

高橋　立太 タカハシ　リュウタ

富山県（1名） 松本　雄一 マツモト　ユウイチ

石川県（1名） 井本　勝也 イモト　カツヤ

福井県（1名） 大井　七世美 オオイ　ナヨミ

岐阜県（1名） 井深　朋弘 イブカ　トモヒロ

静岡県（42名） 浅井　康之 アサイ　ヤスユキ 鈴木　雅彦 スズキ　マサヒコ

有賀　裕芳 アリガ　ヒロヨシ 滝川　直人 タキガワ　ナオト

安藤　正太郎 アンドウ　ショウタロウ 土屋　竜一 ツチヤ　リュウイチ

石井　志延 イシイ　シノブ 中川　正博 ナカガワ　マサヒロ

石田　克浩 イシダ　カツヒロ 原　安澄 ハラ　アズミ

市井　秀直 イチイ　ヒデナオ 原　小春 ハラ　コハル

井本　公文 イモト　キミフミ 平尾　哲明 ヒラオ　テツアキ

岩堀　靖 イワホリ　ヤスシ 平野　恵之 ヒラノ　シゲユキ

大庭　登 オオバ　ノボル 深澤　のり子 フカサワ　ノリコ

小濱　三郎 オバマ　サブロウ 藤井　孝之 フジイ　タカユキ

帯金　藍 オビカネ　アイ 古橋　理 フルハシ　トオル

川野　成仁 カワノ　ナルヒト 正木　純一 マサキ　ジュンイチ

木内　秀明 キウチ　ヒデアキ 松井　重貴 マツイ　シゲキ

北島　千栄美 キタジマ　チエミ 松坂　正年 マツザカ　マサトシ

小林　達志 コバヤシ　タツシ 松村　美果 マツムラ　ミカ

小松　菜美子 コマツ　ナミコ 宮﨑　有一 ミヤザキ　ユウイチ

酒井　厚志 サカイ　アツシ 森　宣仁 モリ　ノブヒト

酒井　忠明 サカイ　タダアキ 山口　千沙 ヤマグチ　チサ

坂口　美園 サカグチ　ミソノ 山中　峰喬 ヤマナカ　ミネタカ

佐藤　正一郎 サトウ　ショウイチロウ 吉澤　美千江 ヨシザワ　ミチエ

佐藤　正典 サトウ　マサノリ 寄松　一 ヨリマツ　ハジメ

愛知県（23名） 伊藤　栄里子 イトウ　エリコ 谷本　国弘 タニモト　クニヒロ

岩本　雄基 イワモト　ユウキ 田村　健二 タムラ　ケンジ

加藤　昌高 カトウ　マサタカ 塚脇　義治 ツカワキ　ヨシハル

菊地　信次 キクチ　シンジ 中井　真木子 ナカイ　マキコ

栗原　崇 クリハラ　タカシ 永江　亨 ナガエ　トオル

小島　和子 コジマ　カズコ 宮阪　晴夫 ミヤサカ　ハルオ

小島　浩義 コジマ　ヒロヨシ 向井　徹 ムカイ　トオル

榊原　英基 サカキバラ　ヒデキ 安井　章彦 ヤスイ　アキヒコ

新川　健二 シンカワ　ケンジ 安田　誠 ヤスダ　マコト

鈴木　秀和 スズキ　ヒデカズ 山本　綾子 ヤマモト　アヤコ

鈴木　弘徳 スズキ　ヒロノリ 渡辺　勝幸 ワタナベ　カツユキ

高橋　宰 タカハシ　オサム
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三重県（10名） 岩本　和樹 イワモト　カズキ 十倉　圭太 トクラ　ケイタ

尾崎　賢 オザキ　ケン 西世古　文彦 ニシセコ　フミヒコ

川村　昴史 カワムラ　コウシ 浜村　昭雄 ハマムラ　アキオ

神田　昌則 カンダ　マサノリ 福田　義昭 フクダ　ヨシアキ

下田　泰成 シモダ　ヤスナリ 山口　元康 ヤマグチ　モトヤス

滋賀県（2名） 能丸　武徳 ノウマル　タケノリ 藤井　文博 フジイ　フミヒロ

京都府（6名） 青山　弘嗣 アオヤマ　ヒロツグ 髙木　亜希子 タカギ　アキコ

金森　繁 カナモリ　シゲル 福田　昌弘 フクダ　マサヒロ

新城　寛夢 シンジョウ　ヒロム 藤本　浩久 フジモト　ヒロヒサ

大阪府（30名） 浅井　賢治 アサイ　ケンジ 瀬川　彩希 セガワ　サキ

浅野　直哉 アサノ　ナオヤ 高木　剛 タカギ　ゴウ

新井　将和 アライ　マサカズ 立山　勝己 タテヤマ　カツミ

和泉　博己 イズミ　ヒロキ 辻下　修 ツジシタ　オサム

今西　貴俊 イマニシ　タカトシ 土井　一洋 ドイ　カズヒロ

上田　真一 ウエダ　シンイチ 仲　 憲一 ナカ　　ケンイチ

小川　喜之 オガワ　ヨシユキ 中野　良一 ナカノ　リョウイチ

釜下　雄樹 カマシタ　ユウキ 中村　朝輝 ナカムラ　トモキ

岸上　哲也 キシガミ　テツヤ 中村　友比古 ナカムラ　トモヒコ

清原　修一 キヨハラ　シュウイチ 仁平　正彦 ニヒラ　マサヒコ

小谷　和宏 コタニ　カズヒロ 原田　義隆 ハラダ　ヨシタカ

島田　健斗 シマダ　ケント 古谷　公俊 フルヤ　マサトシ

島田　仁史 シマダ　ヒトシ 安光　翔太 ヤスミツ　ショウタ

新屋　明宏 シンヤ　アキヒロ 安本　陽一 ヤスモト　ヨウイチ

須藤　浩二 スドウ　コウジ 山中   守 ヤマナカ　マモル

兵庫県（7名） 太田　幹也 オオタ　ミキヤ 水野　英莉 ミズノ　エリ

小野　貴史 オノ　タカシ 南野　進 ミナミノ　ススム

嶋津　成男 シマヅ　ノリオ 森本   茂 モリモト　シゲル

松崎　千里 マツザキ　チサト

奈良県（3名） 荒川　照夫 アラカワ　テルオ 辰巳　典夫 タツミ　ノリオ

高士　慶久 タカシ　ヨシヒサ

和歌山県（2名） 種谷　渉 タネタニ　ワタル 山口　幸洋 ヤマグチ　ユキヒロ

鳥取県（4名） 田中　千春 タナカ　チハル 山下　明男 ヤマシタ　アキオ

山口　昌宏 ヤマグチ　マサヒロ 横山　仁志 ヨコヤマ　ヒトシ

島根県（2名） 上野　丈二 ウエノ　ジョウジ 林　昭男 ハヤシ　アキオ

岡山県（1名） 小嶋　恵 コジマ　ケイ
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広島県（2名） 国広　計年 クニヒロ　カズトシ 松下　浩志 マツシタ　ヒロシ

山口県（1名） 白石　亮 シライシ　リョウ

徳島県（2名） 黒川　直之 クロカワ　ナオユキ 新居　昌也 ニイ　マサヤ

福岡県（14名） 上田　剛 ウエダ　タケシ 鈴木　藍策 スズキ　アイサク

大塚　貴文 オオツカ　タカフミ 田原　貞博 タハラ　サダヒロ

岡﨑　欣一郎 オカザキ　キンイチロウ 千葉　拓磨 チバ　タクマ

金子　隆祐 カネコ　タカヒロ 平川　義宏 ヒラカワ　ヨシヒロ

古賀　政信 コガ　マサノブ 深井　隆史 フカイ　タカシ

古賀　恵 コガ　メグミ 堀　優子 ホリ　ユウコ

庄山　昌輝 ショウヤマ　マサテル 水上　隆晴 ミズカミ　タカハル

佐賀県（1名） 小浦　修 コウラ　オサム

熊本県（2名） 江藤　佐知子 エトウ　サチコ 江藤　寿紘 エトウ　トシヒロ

大分県（3名） 榮木　出 エイキ　イズル 野上　悦子 ノガミ　エツコ

髙橋　和紀 タカハシ　カズノリ

宮崎県（19名） 青木　忠大 アオキ　タダヒロ 中村　義浩 ナカムラ　ヨシヒロ

宇野　雅之 ウノ　マサユキ 橋本　元気 ハシモト　ゲンキ

海埜　麻子 ウミノ　アサコ 廣田　健志 ヒロタ　タケシ

瓜生　隆太郎 ウリュウ　リュウタロウ 細見　孝行 ホソミ　タカユキ

大田　達三 オオタ　タツゾウ 松尾　英次 マツオ　エイジ

緒方　慎太郎 オガタ　シンタロウ 道倉　昭敏 ミチクラ　アキトシ

押川　福繁 オシカワ　フクシゲ 山本　圭一 ヤマモト　ケイイチ

黒木　元親 クロギ　モトチカ 渡辺　慶士 ワタナベ　ケイシ

友野　正樹 トモノ　マサキ 渡部　雄二 ワタナベ　ユウジ

長澤　文明 ナガサワ　フミアキ

鹿児島県（1名） 岡澤　勲 オカザワ　イッペイ

沖縄県（13名） 赤羽　富美敏 アカハネ　フミトシ 那覇　翼 ナハ　ツバサ

大島　希 オオシマ　ノゾミ 平井　誠 ヒライ　マコト

川村　真代 カワムラ　マサヨ 真栄城　健 マエシロ　ケン

瀧口　孝平 タキグチ　コウヘイ 眞境名　隼人 マジキナ　ハヤト

多和　康博 タワ　ヤスヒロ 眞境名　美乃利 マジキナ　ミノリ

名嘉　一 ナカ　ハジメ 町田　宗一郎 マチダ　ソウイチロウ

仲程　徳仁 ナカホド　ナルヒト
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