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5 今西　竜矢 ｲﾏﾆｼ ﾘｮｳﾔ 今西　心菜 ｲﾏﾆｼ ｺｺﾅ 東京 2

6 太田　雅啓 ｵｵﾀ ﾏｻﾋﾛ 太田　はるみ ｵｵﾀ ﾊﾙﾐ 大阪 1

27 加藤　修久 ｶﾄｳ ﾅｵﾋｻ 加藤　裕子 ｶﾄｳ ﾕｳｺ 大阪 1

28 金澤　隆 ｶﾅｻﾞﾜ ﾀｶｼ 徳永　珠枝 ﾄｸﾅｶﾞ ﾀﾏｴ 福岡 2

26 楠元　雄介 ｸｽﾓﾄ ﾕｳｽｹ 松山　和未 ﾏﾂﾔﾏ ｶｽﾞﾐ 福岡 2

7 黒田　太地 ｸﾛﾀﾞ ﾀｲﾁ 黒田　恵子 ｸﾛﾀﾞ ｹｲｺ 福岡 3

4 許　覚新 ｺｳ ｶｸｼﾝ 上田　朋子 ｳｴﾀﾞ ﾄﾓｺ 大阪 1 3

31 古賀　正明 ｺｶﾞ ﾏｻｱｷ 江頭　久美子 ｴｶﾞｼﾗ ｸﾐｺ 佐賀 3

19 渋沢　雄希 ｼﾌﾞｻﾜ ﾕｳｷ 岩永　希美 ｲﾜﾅｶﾞ ﾉｿﾞﾐ 福岡 2

2 下原　雄暉 ｼﾓﾊﾗ ﾕｳｷ 川上　詩織 ｶﾜｶﾐ ｼｵﾘ 福岡 1

24 シュテファン ｼｭﾃﾌｧﾝ リエ ﾘｴ 福岡 2

32 白木　千寛 ｼﾗｷ ｶｽﾞﾋﾛ 中村　有希 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 福岡 2

9 鈴木　奨太 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 森田　舞夢 ﾓﾘﾀ ﾏｲﾑ 千葉 2

33 髙山　清 ﾀｶﾔﾏ ｷﾖｼ 大脇　郁子 ｵｵﾜｷ ｲｸｺ 福岡 3

14 田代　尚大 ﾀｼﾛ ﾅｵﾋﾛ 林田　菫 ﾊﾔｼﾀﾞ ｽﾐﾚ 福岡 2

34 田原　時夫 ﾀﾊﾗ ﾄｷｵ 田原　啓子 ﾀﾊﾗ ｹｲｺ 福岡 3

8 丹　義純 ﾀﾝ ﾖｼｽﾞﾐ 丹　千恵 ﾀﾝ ﾁｴ 福岡 3

11 堤　一幸 ﾂﾂﾐ ｶｽﾞﾕｷ 西田　有輝子 ﾆｼﾀﾞ ﾕｷｺ 福岡 1

18 鶴田　貴彦 ﾂﾙﾀﾞ ﾀｶﾋｺ 水﨑　理架 ﾐｽﾞｻｷ ﾘｶ 福岡 1

20 鳥取　和喜 ﾄｯﾄﾘ ｶｽﾞｷ 花田　美紀 ﾊﾅﾀﾞ ﾐｷ 福岡 1

13 西島　哲夫 ﾆｼｼﾞﾏ ﾃﾂｵ 平尾　弘子 ﾋﾗｵ ﾋﾛｺ 山口 3

22 野田　隆 ﾉﾀﾞ ﾀｶｼ 佐藤　紀美子 ｻﾄｳ ｷﾐｺ 熊本 2

21 花田　勝 ﾊﾅﾀﾞ ﾏｻﾙ 花田　サツキ ﾊﾅﾀﾞ ｻﾂｷ 福岡 3

16 林　尚武 ﾊﾔｼ ﾅｵﾀｹ 川畑　三枝子 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾐｴｺ 鹿児島 3

23 原田　孝祐 ﾊﾗﾀﾞ ｺｳｽｹ 菅原　有希 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳｷ 福岡 1

10 稗田　照明 ﾋｴﾀﾞ ﾃﾙｱｷ 井上　恵子 ｲﾉｳｴ ｹｲｺ 佐賀 3

1 船曳　諒 ﾌﾅﾋﾞｷ ﾘｮｳ 中村　彩乃 ﾅｶﾑﾗ ｱﾔﾉ 福岡 2
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15 堀内　啓史 ﾎﾘｳﾁ ﾀｶｼ 山下　文子 ﾔﾏｼﾀ ﾌﾐｺ 福岡 1

12 松石　洋一 ﾏﾂｲｼ ﾖｳｲﾁ 松枝　直美 ﾏﾂｴﾀﾞ ﾅｵﾐ 福岡 3

29 矢野　亨 ﾔﾉ ﾄｵﾙ 矢野　洋子 ﾔﾉ ﾖｳｺ 福岡 3

25 吉田　等 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾄｼ 河村　操 ｶﾜﾑﾗ ﾐｻｵ 山口 3

17 吉野　卓馬 ﾖｼﾉ ﾀｸﾏ 田代　なつみ ﾀｼﾛ ﾅﾂﾐ 福岡 2

3 Jin Woong Park Min Jung Kim Korea 2

30 Won Bin Park Eun Hyang Son Korea 2


