
※氏名50音順

1 石原　旭 静岡伊豆 1 安部　亙 茨城南 1 伊熊　哲也 静岡３区 1 井関　花佳 湘南西

2 大場　玲遥 湘南藤沢 2 安藤　真一 鳥取 2 石原　広文 静岡伊豆 2 大石　歩果 静岡３区

3 神田　莉玖 学連 3 池ノ谷　亨 静岡３区 3 磯部　康典 湘南西 3 加藤　志穂里 千葉西

4 木村　美海 茨城南 4 伊澤　優 東京 4 伊東　勝彦 宮城北 4 栗原　杏沙 茨城南

5 木村　励 千葉西 5 石田　佳央 横浜 5 小栗　大士 千葉南 5 興梠　サラ 宮崎

6 窪田　栞太 東京 6 井出　牧雄 静岡伊豆 6 小野澤　正樹 千葉東 6 後藤　夏子 東京

7 河野　留偉 千葉東 7 今関　健人 千葉東 7 小野田　政宏 静岡２区 7 小林　麻衣子 湘南茅ケ崎

8 小林　拓矢 湘南茅ケ崎 8 上畑　和也 和歌山 8 久野　孝 徳島 8 酒井　真美 愛知

9 末崎　晃太 東京 9 氏家　隆 宮城仙台 9 桑原　芳浩 千葉南 9 田中　魅夢 千葉南

10 勝呂　康平 静岡伊豆 10 内山　裕司 千葉東 10 小谷　和宏 大阪 10 濱口　菜摘 千葉西

11 田口　祐也 千葉南 11 梅原　利亮 静岡伊豆 11 小林　建一郎 東京

12 武知　虎南 徳島 12 江口　勇 千葉西 12 齋藤　直人 学連

13 田邑　星斗 大阪 13 江澤　通伸 東京多摩 13 佐加　良一 大阪

14 築島　拓海 千葉西 14 大石　正輝 宮城仙台 14 坂本　應尚 千葉南 1 石田　真子 千葉西

15 中村　蓮 湘南鎌倉 15 大江　陽一郎 千葉西 15 佐川　幸男 千葉東 2 大江　なぎさ 千葉西

16 長谷川　裕記 静岡３区 16 小崎　宗大 湘南茅ケ崎 16 佐藤　秀男 湘南藤沢 3 荻原　浩子 千葉西

17 浜村　有留波 三重 17 小笹　雅也 千葉西 17 真田　啓 湘南鎌倉 4 木村　愛美 福島

18 浜村　海斗 三重 18 小野　誠 茨城波崎 18 志村　仁 千葉西 5 清永　亜希子 湘南茅ケ崎

19 平野　龍之佐 湘南鎌倉 19 小幡　政美 湘南西 19 鈴木　明広 宮城仙台 6 草深　梨加 三重

20 福井　滉東 千葉東 20 片岡　達哉 東京 20 染谷　隆次 千葉銚子 7 倉持　恵 茨城南

21 藤沼　佳太郎 湘南茅ケ崎 21 亀井　勇吾 千葉南 21 高橋　誠 宮城仙台 8 栗田　寛子 千葉西

22 間橋　怜央 静岡伊豆 22 窪田　賀優 相模原 22 塚本　貴章 静岡３区 9 杉浦　知江 愛知

23 三佐川　武瑠 湘南西 23 栗本　和宏 大阪 23 時田　一央 東京 10 田上　さくら 愛知

24 森　将真 学連 24 小林　寛 東京 24 鳥羽　真吾 徳島 11 田中　亜弥 徳島

25 山本　秀哉 湘南茅ケ崎 25 五来　潤 茨城北 25 豊田　泰史 千葉西 12 田部井　加菜子 千葉西

26 斎藤　真一 大分 26 長嶋　好一 横浜 13 中泉　亜紀 千葉東

27 坂詰　忠司 新潟２区 27 中津川　雄一 静岡３区 14 中原　由未 愛知

28 櫻井　一成 静岡２区 28 中野　宏昭 湘南藤沢 15 原　摂子 山梨

29 佐藤　弘一朗 宮城仙台 29 日高　太郎 学連 16 菱沼　富美 千葉南

30 島崎　将和 静岡伊豆 30 平野　太郎 湘南鎌倉 17 七海　裕子 石川

31 志村　実 宮城仙台 31 宮島　善英 東京 18 山田　智子 湘南茅ケ崎

32 進士　吉廣 静岡伊豆 32 山賀　幸一郎 東京 19 山田　麻由美 静岡伊豆

33 鈴木　和由 湘南西 20 山田　美貴子 千葉東

34 鈴木　健太 静岡伊豆 21 山田　圭美 静岡伊豆

35 鈴木　重紀 福島 22 湯川　順子 湘南西

36 強矢　典男 群馬 23 渡邉　由有 静岡伊豆

37 瀬川　陽介 相模原

38 曽根　敬一朗 静岡２区

39 谷口　弘和 湘南西

40 土井　孝 大阪

41 東峰　正樹 湘南西

42 外岡　慎吾 静岡伊豆

43 友重　達郎 千葉東

44 中西　敬 徳島

45 楢崎　裕一 大阪

46 長谷川　寛 横浜

47 林　高弘 静岡２区

48 原　安澄 静岡伊豆

49 古川　光彦 千葉東

50 前田　淳 福島

51 松井　弦一郎 静岡２区

52 松浦　勝久 静岡３区

53 松本　信吾 千葉南

54 峰島　規至 千葉東

55 峰野　元宏 静岡３区

56 宮本　樹 愛知

57 三好　全 茨城波崎

58 宗政　利夫 湘南西

59 森　宣仁 静岡３区

60 山口　高志 静岡２区

61 山田　豊 静岡伊豆

62 山中　裕和 千葉西

63 山中　峰喬 静岡伊豆

64 米川　佳祐 茨城南
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1 井口　総一郎 静岡３区 1 荒井　誠 湘南藤沢 1 石井　志延 静岡２区

2 石坂　文善 相模原 2 飯田　亘 静岡伊豆 2 叶多　和子 福島

3 石田　直樹 千葉銚子 3 伊東　勝彦 宮城北 3 唐木　麻貴 千葉南

4 市川　裕介 三重 4 伊藤　雅樹 千葉銚子 4 北村　亜希子 千葉銚子

5 岩崎　義成 相模原 5 上田　智文 湘南藤沢 5 小林　理砂 東京

6 遠藤　晃 宮城仙台 6 大山　弘晃 湘南茅ケ崎 6 佐藤　絵美 茨城北

7 大池　義博 埼玉南 7 小野　督 川崎 7 瀬下　絵里子 湘南藤沢

8 大森　伸悟 湘南藤沢 8 折橋　比呂弥 東京多摩 8 髙橋　しい子 静岡伊豆

9 尾崎　賢 三重 9 釜本　敏幸 大阪 9 田村　聡美 湘南藤沢

10 鬼塚　秀之 湘南茅ケ崎 10 来住野　達也 湘南藤沢 10 都築　はるな 湘南藤沢

11 加藤　和紀 徳島 11 佐川　幸男 千葉東 11 林　久美子 埼玉南

12 岸本　全弘 大阪 12 佐々木　博一 相模原 12 平岡　恵利 宮城仙台

13 北村　健一 千葉銚子 13 佐野　十志哉 福井 13 深澤　のり子 静岡伊豆

14 草萱　和之 静岡伊豆 14 高橋　健治 千葉南 14 藤原　加世 高知

15 小林　寛 東京 15 高畠　幹夫 横浜 15 矢野　このみ 静岡伊豆

16 斎藤　健之輔 湘南藤沢 16 戸井田　雅秋 横浜 16 山田　智子 湘南茅ケ崎

17 齋藤　亮次 宮城北 17 鳥羽　真吾 徳島

18 坂本　彰 大阪 18 林　淳一 東京

19 佐藤　昭彦 湘南茅ケ崎 19 平野　亮 学連

20 島森　敬介 川崎 20 藤原　健 湘南藤沢

21 進士　吉廣 静岡伊豆 21 松坂　正年 静岡２区

22 鈴木　正彦 湘南藤沢 22 三宅　俊司 湘南鎌倉

23 都築　英嗣 湘南藤沢 23 村澤　寛幸 湘南藤沢

24 中西　啓文 東京 24 渡邉　長臣 静岡伊豆

25 中村　新 湘南茅ケ崎

26 秦野　真一 湘南藤沢

27 濱田　俊一 埼玉南

28 林　真司 埼玉南

29 真崎　晋哉 湘南藤沢

30 三浦　将一 湘南藤沢

31 本宮　剛史 湘南藤沢

32 森田　欣紀 静岡２区
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