
都道府県 人数

北海道 3 村田浩一郎 吉田 義経 西村 祥

宮　城 3 千葉 一正 太田 一茂 高橋 義憲

秋　田 1 梅田 秀一

茨　城 2 佐野 智樹 内窪　誠

栃　木 1 濱崎 裕介

群　馬 1 島田 利夫

埼　玉 1 荒木 愼一

千　葉 5 伊藤 清良 倉島 貴司 後藤　豊 冨田 洋之 小沼 弘明

東　京 3 後藤 洋一 高橋 孝徳 古賀 裕将

神奈川 11 近藤 昌夫 白井 晃二郎 竹内 輝明 大門　景 森　直樹 中島　 謙

佐々木 彰文 首藤 聡史 大久保 雄右 尾出 直哉 芳本 玲央

新　潟 1 三富 洋昭

富　山 1 伊東 貴志

静　岡 2 渥美 良介 藤田　恭平

愛　知 3 笠松 昭宏 杉浦 圭祐 村手 一斗

三　重 2 百中 清之 松岡 尚幸

京　都 2 河相 公一 今西 順己

大　阪 6 高松　靖 藤田 上総 能村 祐毅 中東 大輝 白岩 智広 井上 直也

兵　庫 2 辻　哲夫 山本　忍

奈　良 1 橋本 泰介

和歌山 1 太田 寛昭

島　根 1 沖田 憲彦

広　島 1 三浦 純一

山　口 1 細川 浩孝

香　川 1 藤原 研司

愛　媛 2 平田 和博 山下 厚順

福　岡 2 花北　圭 木下 勇貴
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熊　本 1 濱﨑 峻介

鹿児島 3 片山 潤 中村　奈緒 廣瀬　峰晃

以上 64 名



都道府県 人数

北海道 3 菅戸 秀俊 関村 卓弥 福井　涼

岩　手 2 菊池　伸 吉田 浩一

宮　城 1 仁科 浩平

茨　城 2 當間 栄伸 森井 亮和

群　馬 2 山田 辰也 澁沢 悠太

埼　玉 4 泉田 悠人 木津 良司 黒田　淳 森川 勝俊

千　葉 5 神田 眞司 蒲原 彰吾 木下紘一郎 田沼 寛文 原田 睦巳

東　京 6 釘宮 宗大 松本 泰孝 三石　真 齊藤 駿介 二部 新吾 花岡　嶺

神奈川 8 新宅 裕也 中瀬 卓也 足立 成章 鷲頭  勝 斎藤 隆允 田口 洸太郎

平岡　徹 片岡　優

山　梨 3 多田　聡 野村 俊介 広瀬 裕也

石　川 1 坂倉　篤

福　井 4 石川　輝 桑野 泰成 齋藤 雅史 松岡 龍介

静　岡 4 遠藤 正紘 亀澤 拓馬 望月 駿一 竹澤 恵介

愛　知 2 高井　祐 加藤 大和

三　重 2 伊地知慶之 小川 清孝

岐　阜 1 福田 道大

京　都 1 田中　駿

大　阪 9 梅本 英貴 辻　朝次 森　光大 片桐 幹雄 武田 庄治 大塚 雄也

上倉 鉄平 久保　学 嶋津　諒

兵　庫 2 山﨑 新平 吉本 忠弘

奈　良 2 松山 尚道 尾上 拓未

和歌山 1 井村 太祐

島　根 1 生越 友裕

岡　山 1 横山　豊

広　島 1 筑後 真智

徳　島 1 篠原 啓介

福　岡 1 山下 龍一郎
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佐　賀 1 松石 侑典

大　分 1 押田　武

鹿児島 4 小川 大人 中谷 太希 村田 憲亮 松本 圭成

以上 76 名
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