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15 井川　良太 ｲｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 6-251 Tiffany ﾃｨﾌｧﾆｰ 福岡 2 4

24 井上　和也 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾔ 6-248 桑原　有寿 ｸﾜﾊﾗ ｱﾘｽ 北九州 2

21 21 岩本　憲幸 ｲﾜﾓﾄ ﾉﾘﾕｷ 4-291 稲垣　晴美 ｲﾅｶﾞｷ ﾊﾙﾐ 愛知 1 2 4

25 太田　雅士 ｵｵﾀ ﾏｻｼ 4-290 川澄　清香 ｶﾜｽﾐ ｻﾔｶ 愛知 1

2 岸本　真臣 ｷｼﾓﾄ ﾏｻｵﾐ 6-228 大津谷 陽子 ｵｵﾂﾀﾆ ﾖｳｺ 佐賀 1

32 木下　芳則 ｷﾉｼﾀ ﾖｼﾉﾘ 6-212 畑中　直子 ﾊﾀﾅｶ ﾅｵｺ 熊本 3 7

4 金原　亮司 ｷﾝﾊﾟﾗ ﾘｮｳｼﾞ 4-277 永原　由貴 ﾅｶﾞﾊﾗ ﾕｷ 愛知 2

13 小谷　周平 ｺﾀﾆ ｼｭｳﾍｲ 5-395 髙柳　泉 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｲｽﾞﾐ 大阪 2

3 佐山　卓司 ｻﾔﾏ ﾀｸｼﾞ 3-835 宮原　ゆかり ﾐﾔﾊﾗ ﾕｶﾘ 東京 1

22 柴山　和樹 ｼﾊﾞﾔﾏ ｶｽﾞｷ 4-279 平岩　英里 ﾋﾗｲﾜ ｴﾘ 愛知 1

31 清水　啓司 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛｼ 3-763 疋田　貴子 ﾋｷﾀ ﾀｶｺ 千葉 1

30 鈴木　佑哉 ｽｽﾞｷ ﾕｳｷ 3-823 原田　彩華 ﾊﾗﾀﾞ ｱﾔｶ 千葉 2

26 高野　智弥 ﾀｶﾉ ﾄﾓﾔ 6-255 加藤　七海 ｶﾄｳ ﾅﾅﾐ 鹿児島 1

5 竹内　大祐 ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲｽｹ 4-270 竹内　桃子 ﾀｹｳﾁ ﾓﾓｺ 愛知 1

33 田中　慎一朗 ﾀﾅｶ ｼﾝｲﾁﾛｳ 田中　あや ﾀﾅｶ ｱﾔ 東京 2

16 田中　孝康 ﾀﾅｶ ﾉﾘﾔｽ 3-764 加藤　美智子 ｶﾄｳ ﾐﾁｺ 東京 1

28 丁野　真一 ﾁｮｳﾉ ｼﾝｲﾁ 3-624 井上　望 ｲﾉｳｴ ﾉｿﾞﾐ 東京 2

18 寺門　駿 ﾃﾗｶﾄﾞ ｼｭﾝ 3-833 寺門　彩香 ﾃﾗｶﾄﾞ ｱﾔｶ 東京 1

6 中川　智宏 ﾅｶｶﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 3-773 毛利　桃子 ﾓｳﾘ ﾓﾓｺ 東京 2

7 中嶋　康人 ﾅｶｼﾏ ﾔｽﾄ 6-100 中嶋　藍香 ﾅｶｼﾏ ｱｲｶ 北九州 1

8 中田　裕也 ﾅｶﾀ ﾕｳﾔ 5-394 佐々木　真那 ｻｻｷ ﾏﾅ 大阪 2 4

14 中村　臣作 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｻｸ 6-245 中山　明子 ﾅｶﾔﾏ ｱｷｺ 福岡 1 3

29 西尾　浩一 ﾆｼｵ ｺｳｲﾁ 3-671 下田　藍 ｼﾓﾀﾞ ｱｲ 東京 1

11 原　辰瑠 ﾊﾗ ﾀﾂﾙ 3-796 岩崎　麻央 ｲﾜｻｷ ﾏｵ 千葉 1

1 1 平﨑　誠 ﾋﾗｻｷ ﾏｺﾄ 6-148 切手 利江子 ｷｯﾃ ﾘｴｺ 鹿児島 1 2 3 4 7

23 福原　亘 ﾌｸﾊﾗ ﾜﾀﾙ 6-191 山土　由賀 ﾔﾏﾄﾞ ﾕｶ 福岡 1

10 細川　淳也 ﾎｿｶﾜ ｼﾞｭﾝﾔ 6-249 木野　愛弓 ｷﾉ ｱﾕﾐ 北九州 2 4

27 松尾　樹 ﾏﾂｵ ﾀﾂｷ 5-393 市川　由佳 ｲﾁｶﾜ ﾕｶ 大阪 2

12 松永　卓也 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀｸﾔ 4-289 松永　由莉枝 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾕﾘｴ 愛知 2

20 松本　達明 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾂｱｷ 6-33 松本　みき子 ﾏﾂﾓﾄ ﾐｷｺ 熊本 1

19 宮地　翔也 ﾐﾔﾁ ｼｮｳﾔ 4-250 宮地　沙織 ﾐﾔﾁ ｻｵﾘ 愛知 1

9 村上　知哉 ﾑﾗｶﾐ ﾄﾓﾔ 4-260 村田　佳澄 ﾑﾗﾀ ｶｽﾐ 三重 2 7

17 安信　汐朗 ﾔｽﾉﾌﾞ ﾀﾛｳ 6-232 髙橋　美和 ﾀｶﾊｼ ﾐﾜ 福岡 2
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