
※敬称略
※リスト作成時点でJSAF会員登録が完了していない方は、掲載していません。

B級ジャッジ一覧
【資格更新者・新規取得者／有効期限：2025/6/30】 2023/01/01現在

居住地 氏名 ジャッジ番号 居住地 氏名 ジャッジ番号 居住地 氏名 ジャッジ番号
北海道 片脇　淳一 001-2-0005 埼玉県 根岸　勉 081-2-0007 神奈川県 白田　浩幹 014-2-0049
北海道 濱田　賢 001-2-0014 埼玉県 久保　篤史 105-2-0004 神奈川県 新美　隆宏 014-2-0051
北海道 松倉　正 001-2-0018 千葉県 國府田　由隆 012-2-0001 神奈川県 加藤　均 014-2-0055
北海道 徳永　裕司 001-2-0021 千葉県 多田　裕一 012-2-0007 神奈川県 大庭　工 014-2-0108
北海道 今　　源浩 001-2-0022 千葉県 並木　淳 012-2-0013 神奈川県 小菅　寧子 016-2-0021
北海道 榊原　宏洋 001-2-0023 千葉県 芳野　紀良 012-2-0015 神奈川県 仲　彰英 055-2-0001
北海道 須田　宣裕 001-2-0025 千葉県 千村　伊作 012-2-0020 神奈川県 宇多　弘次 059-2-0003
北海道 濱野　文 001-2-0033 千葉県 杉田勇樹 012-2-0022 神奈川県 外尾　竜一 060-2-0001
北海道 福田　衛 001-2-0035 千葉県 竹腰　真紀子 013-2-0012 神奈川県 林　俊彦 060-2-0002
北海道 三原　隆彰 001-2-0036 千葉県 国分　良治 070-2-0005 神奈川県 小湊　晃 060-2-0003
北海道 武者　裕之 001-2-0037 千葉県 宮野　幹弘 078-2-0002 神奈川県 田中　旭 060-2-0004
北海道 阿部　佳苗 001-2-0059 千葉県 市原　駿 078-2-0023 神奈川県 蛭子井　貴 060-2-0006
北海道 田窪  祐也 001-2-0090 千葉県 青砥　健一 081-2-0002 神奈川県 石原　伸浩 066-2-0003
北海道 藤田　芳康 001-2-0091 千葉県 竹山　隆康 081-2-0003 神奈川県 西間　亮 067-2-0001
北海道 森   樹 001-2-0092 千葉県 畑田　晴彦 105-2-0007 神奈川県 山崎　宣明 070-2-0001
北海道 熊谷  羽留 001-2-0093 千葉県 斎藤　晴彦 105-2-0009 神奈川県 入谷　和彦 070-2-0003
北海道 一木  佑太 001-2-0094 千葉県 平賀　威 107-2-0003 神奈川県 高石　芳徳 071-2-0001
北海道 須藤  志保 001-2-0095 千葉県 才藤　滋 107-2-0005 神奈川県 原　良一 078-2-0010
北海道 西川　順一 066-2-0001 千葉県 菅沼　良太 226-2-0002 神奈川県 原　純子 078-2-0014
北海道 修田　光紹 101-2-0003 東京都 高橋　典子 013-2-0007 神奈川県 佐藤　真由佳 078-2-0019
北海道 葛西　研一 101-2-0005 東京都 高橋　洋史 013-2-0011 神奈川県 金山　幹世 078-2-0024
北海道 増田　宜泰 102-2-0004 東京都 入来　麿 013-2-0032 神奈川県 春口　陸人 078-2-0026
北海道 亀谷　雄朗 102-2-0005 東京都 穂積　洋平 013-2-0035 神奈川県 井上　隆 078-2-0028
北海道 井口　龍太 102-2-0006 東京都 中村　政仁 013-2-0038 神奈川県 阿部　寛也 078-2-0043
北海道 工藤　世一 102-2-0007 東京都 木田　一明 013-2-0041 神奈川県 水野　聖玲奈 078-2-0044
青森県 横浜　飛鳥 002-2-0017 東京都 石原　敏明 013-2-0042 神奈川県 永井　稜大 078-2-0045
青森県 会津　友稀 002-2-0018 東京都 菅野　輝郎 013-2-0059 神奈川県 舟津　成 078-2-0046
青森県 山本　千文 002-2-0020 東京都 由村　剛志 014-2-0039 神奈川県 井口　穂佳 078-2-0050
青森県 小田桐　俊亮 002-2-0021 東京都 小田　野々花 059-2-0009 神奈川県 菊地　智代 078-2-0051
青森県 木浪　英喜 102-2-0009 東京都 中垣　宣文 059-2-0010 神奈川県 伊藤　慧文 078-2-0052
岩手県 加藤　恵 003-2-0002 東京都 小山田　朋樹 070-2-0004 神奈川県 芹沢　奈菜 078-2-0054
岩手県 佐々木　貴浩 003-2-0004 東京都 小林　将 078-2-0022 神奈川県 赤井　寛 079-3-0011
岩手県 越田　幸樹 003-2-0006 東京都 元木　千乃 078-2-0029 神奈川県 田中　道夫 081-2-0001
岩手県 橋本　洋平 003-2-0008 東京都 村田　江子 078-2-0041 神奈川県 江尻　正道 081-2-0005
岩手県 小成　朋志 003-2-0009 東京都 小林　大悟 078-2-0049 神奈川県 斎藤　ちとせ 090-2-0005
岩手県 石崎　泰成 003-2-0010 東京都 河村　奈子 078-2-0053 神奈川県 川上　聖治 105-2-0003
宮城県 天野　宏二 004-2-0002 東京都 青砥　恵美子 081-2-0008 神奈川県 土澤　宏 105-2-0006
宮城県 廣木　裕 004-2-0006 東京都 中村　正俊 090-2-0001 神奈川県 星　栄一 105-2-0008
宮城県 遠藤　芳純 004-2-0007 東京都 小島　正和 090-2-0002 神奈川県 足立　利男 105-2-0010
宮城県 倉持　隆一 004-2-0014 東京都 宮川　昌久 090-2-0004 神奈川県 石渡　日出男 105-2-0013
宮城県 秋山　雄飛 004-2-0025 東京都 飯田　直弘 105-2-0001 神奈川県 石川　俊雄 105-2-0015
宮城県 岩間　伸也 004-2-0027 東京都 松浦　孝志 105-2-0011 神奈川県 鈴木　洋 105-2-0022
宮城県 乙竹　秀明 004-2-0029 東京都 石井　秀哉 106-2-0004 神奈川県 二松　工 106-2-0008
宮城県 田中　芳尚 004-2-0030 東京都 牧　宏記 106-2-0014 神奈川県 満田　寛 107-2-0008
宮城県 田中　愛梨 004-2-0031 東京都 川路　美子 106-2-0017 神奈川県 飯島　洋一 107-2-0009
宮城県 吉田　向志 004-2-0032 東京都 五十嵐　光 107-2-0002 神奈川県 中森　政義 107-2-0013
宮城県 横江　真徳 004-2-0033 東京都 小板橋　忠重 107-2-0006 神奈川県 藤村　宣武 107-2-0015
宮城県 伊藤　浩克 004-2-0034 東京都 坂口　城治 107-2-0011 神奈川県 角　鉄也 108-2-0006
宮城県 齋藤  愛 004-2-0035 東京都 枝　秀樹 107-2-0014 神奈川県 飯沢　則之 108-2-0007
宮城県 香川　昴亮 004-2-0036 東京都 大野　稔久 108-2-0009 神奈川県 中本　広之 108-2-0011
宮城県 平田　佳佑 004-2-0037 東京都 石丸　寿美子 108-2-0010 神奈川県 矢住　祐蔵 108-2-0017
宮城県 吉田　菜月 004-2-0038 東京都 栗原　伸太郎 108-2-0016 神奈川県 谷口　泰一 108-2-0020
宮城県 阿部　亮太 004-2-0039 東京都 川原　英司 108-2-0021 神奈川県 松石　万希子 108-2-0023
宮城県 谷川　海明 004-2-0040 東京都 長野　哲也 108-2-0026 神奈川県 山本　浩資 109-2-0001
宮城県 小野　史貴 004-2-0041 東京都 岡本健治 109-2-0005 神奈川県 前田　康子 110-2-0023
秋田県 岡﨑　真一郎 005-2-0001 東京都 藤原一士 109-2-0008 神奈川県 原田　浩二 209-2-0001
山形県 阿部　力 006-2-0001 東京都 橘田　佳音利 222-2-0001 神奈川県 重田　敏浩 209-2-0002
山形県 田中　博志 006-2-0002 神奈川県 小嶺　恵美 009-2-0002 神奈川県 大垣　俊朗 229-2-0001
山形県 佐藤　久哉 006-2-0004 神奈川県 福井　洪一 013-2-0003 神奈川県 簗瀬　欣二 232-2-0001
山形県 木村　和人 006-2-0006 神奈川県 江本　清彦 013-2-0026 神奈川県 熊川　博 232-2-0002
山形県 佐藤　勝則 006-2-0007 神奈川県 吉田　百花 013-2-0081 神奈川県 南　響 232-2-0003
福島県 齋藤　道明 007-2-0001 神奈川県 小阪　康司 014-2-0001 神奈川県 池田　健人 232-2-0004
福島県 佐々木　玉 078-2-0025 神奈川県 榊原　和久 014-2-0003 神奈川県 内藤　りな 232-2-0005
茨城県 秋葉　清美 012-2-0011 神奈川県 藤田　時彦 014-2-0007 神奈川県 宮内　寧亜 232-2-0006
栃木県 関川　祐樹 009-2-0001 神奈川県 池見　好昭 014-2-0020 神奈川県 店田　唯希 232-2-0007
埼玉県 戸口　カリン 078-2-0048 神奈川県 野嶋　嘉昭 014-2-0031 神奈川県 松尾　海里 232-2-0008
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神奈川県 鎌田　雪枝 232-2-0009 三重県 野口　幸一 023-2-0026 京都府 内貴　航路朗 026-2-0147
新潟県 澁谷　和人 016-2-0005 三重県 強力　修 023-2-0028 京都府 松島　賢典 026-2-0149
新潟県 津野　洋 016-2-0008 三重県 島田　滝介 023-2-0029 京都府 中津　美香 026-2-0152
新潟県 鈴木　智之 016-2-0011 三重県 寺西　哲也 023-2-0034 京都府 鈴木　克宗 026-2-0154
富山県 岡田　一広 018-2-0005 三重県 木平　順也 023-2-0035 京都府 倉又　陽菜 026-2-0157
富山県 倉石　清和 018-2-0007 三重県 荒木　貞雄 023-2-0036 京都府 佐藤　晴哉 026-2-0158
富山県 高野　浩昌 018-2-0008 滋賀県 多賀谷　光 013-2-0080 京都府 宗像　正太 026-2-0159
富山県 川村　凪咲 018-2-0015 滋賀県 城　務 025-2-0002 京都府 川内　俊亮 026-2-0162
富山県 村井　美和子 018-2-0016 滋賀県 山本　伸善 025-2-0009 京都府 山田　海統 026-2-0164
富山県 笹川　莉奈 018-2-0019 滋賀県 西居　基晴 025-2-0010 京都府 相宮　みなみ 026-2-0165
石川県 青山　貴志 019-2-0005 滋賀県 廣重　信彦 025-2-0050 京都府 秋田　一樹 026-2-0166
石川県 中野　敬介 019-2-0017 滋賀県 江波　維求 025-2-0086 京都府 須藤　千春 026-2-0167
石川県 渡辺　桃香 019-2-0018 滋賀県 北村　重雄 025-2-0088 京都府 奥村　俊宜 028-2-0004
石川県 野村　拓未 019-2-0019 滋賀県 田中　耕大 025-2-0108 京都府 佐田　ひなた 028-2-0137
福井県 鈴木　規之 020-2-0002 滋賀県 重村　侑輝 025-2-0110 京都府 橋本　知香 029-2-0022
福井県 明石　正晴 020-2-0004 滋賀県 山口　寛生 025-2-0115 京都府 西尾　将輝 031-2-0005
福井県 藤井　章一郎 020-2-0005 滋賀県 古澤　章太郎 025-2-0116 京都府 小菅　楓 034-2-0053
福井県 土岡　正治　 020-2-0008 滋賀県 丹羽　示尚 025-2-0117 京都府 糸川 朝子 036-2-0023
福井県 湯浅　健一郎 020-2-0021 滋賀県 石崎　寛子 025-2-0125 京都府 長谷川　真大 036-2-0025
福井県 赤土　正剛 020-2-0022 滋賀県 澤田　皓希 026-2-0091 京都府 谷上　理規 078-2-0006
福井県 大垣　昭彦 020-2-0023 滋賀県 後藤　雅樹 026-2-0155 京都府 大井　翔平 078-2-0032
福井県 金池　崇 035-2-0004 滋賀県 山本　正 028-2-0108 京都府 中川　大成 078-2-0035
山梨県 渡邊　房子 015-2-0002 滋賀県 山本　拓海 030-2-0032 京都府 伊庭　直美 111-2-0004
山梨県 三浦　国彦 015-2-0004 滋賀県 瀬藤　稜 030-2-0033 大阪府 篠原　璃音 025-2-0093
山梨県 渡邊　真 015-2-0006 滋賀県 池田　未奈 033-2-0019 大阪府 吉田　敏秀 025-2-0111
山梨県 牧井　修一 015-2-0009 滋賀県 山地　海心 035-2-0021 大阪府 側田　晴楽 026-2-0076
長野県 笠原　賢一 017-2-0001 滋賀県 笠木　崚矢 044-2-0014 大阪府 中井 洋介 026-2-0106
長野県 小瀬水 健 022-2-0041 滋賀県 松本　愛乃 078-2-0033 大阪府 金坂　知樹 026-2-0134
静岡県 武藤　重 013-2-0001 滋賀県 篠原　茉那 078-2-0037 大阪府 岡本　旺成 026-2-0137
静岡県 水野　三喜 021-2-0002 滋賀県 小森園　旺彦 078-2-0039 大阪府 中根　悠真 026-2-0138
静岡県 浅井　一省 021-2-0003 滋賀県 髙橋　利明　 111-2-0001 大阪府 網谷　拓馬 026-2-0143
静岡県 鈴木　章太郎 021-2-0008 滋賀県 辻元　一紀 111-2-0002 大阪府 中辻　歩武 026-2-0150
静岡県 弥久保　金恵 021-2-0010 滋賀県 宮地　崇 233-2-0002 大阪府 西村　駿徳 026-2-0153
静岡県 鈴木　洋輔 021-2-0011 京都府 大石　駿水 008-2-0023 大阪府 南田　哲志 026-2-0156
静岡県 杉山　武靖 021-2-0012 京都府 井口 七海 022-2-0050 大阪府 益子　翼 026-2-0160
静岡県 押切　智幸 109-2-0004 京都府 牧野　陸 022-2-0055 大阪府 西山　怜 026-2-0163
静岡県 山口　貴久 109-2-0006 京都府 川戸　洋平 023-2-0039 大阪府 林　伸彦 027-2-0007
静岡県 影山晋司 109-2-0007 京都府 渡辺　駿 025-2-0056 大阪府 石田　純 027-2-0008
静岡県 遠藤智 109-2-0009 京都府 北島　舞 025-2-0085 大阪府 中山　智弘 027-2-0009
静岡県 市村晃敏 109-2-0010 京都府 白田　敦也 025-2-0090 大阪府 松原　裕司 027-2-0012
愛知県 三浦 凪砂 021-2-0015 京都府 石谷　翔 025-2-0109 大阪府 脇本　宏 027-2-0021
愛知県 杉浦　啓之 022-2-0004 京都府 池田　拓己 025-2-0114 大阪府 岩﨑　洋一 027-2-0022
愛知県 米本　裕 022-2-0005 京都府 南野　仁 025-2-0118 大阪府 橋　　和弘 027-2-0023
愛知県 神谷　良久 022-2-0010 京都府 田中　篤来 025-2-0119 大阪府 藤原　晴夫 027-2-0024
愛知県 永井　喜彰 022-2-0012 京都府 和田　佑太 025-2-0120 大阪府 傍士　夏来 027-2-0033
愛知県 坂井　正和 022-2-0013 京都府 片山　晏乃 025-2-0121 大阪府 上田　浩三 027-2-0034
愛知県 生田　真紀夫 022-2-0016 京都府 大江　信 026-2-0001 大阪府 林田　高佳 027-2-0035
愛知県 石黒　裕之 022-2-0019 京都府 神原　里佳 026-2-0005 大阪府 井阪　康裕 027-2-0036
愛知県 杉浦　啓泰 022-2-0029 京都府 田中　直樹 026-2-0083 大阪府 池田　謙吾 027-2-0037
愛知県 伊藤　毅 022-2-0034 京都府 出村　悠太 026-2-0109 大阪府 岸本　威也 027-2-0038
愛知県 白川　健一 022-2-0035 京都府 藤井　敦生 026-2-0118 大阪府 赤﨑　みずき 027-2-0041
愛知県 朝倉　由美香 022-2-0039 京都府 田中　祐貴 026-2-0123 大阪府 小松　慎平 027-2-0043
愛知県 鈴木　章央 022-2-0051 京都府 安藤　健太 026-2-0125 大阪府 太田　晶久 028-2-0003
愛知県 古内　祐介 022-2-0053 京都府 佐々木　一馬 026-2-0126 大阪府 田中　令江 028-2-0015
愛知県 堀田　秀吾 022-2-0054 京都府 由里　亮太 026-2-0127 大阪府 西王地　聖仁 028-2-0018
愛知県 藤本　くみ子 023-2-0038 京都府 泉　梨乃 026-2-0128 大阪府 好多　英次 028-2-0073
愛知県 小山　晴也 078-2-0038 京都府 鈴木　萌風 026-2-0129 大阪府 大西　幾月 028-2-0113
愛知県 横田　順市 110-2-0005 京都府 奈良　昌弥 026-2-0131 大阪府 成願　元喜 028-2-0114
愛知県 坂本　欽吾 110-2-0008 京都府 實松　大介 026-2-0135 大阪府 今西　ひなの 028-2-0116
愛知県 大島　和晃 110-2-0010 京都府 保家　大将 026-2-0136 大阪府 山本　さつき 028-2-0123
愛知県 冨田　佳永 110-2-0021 京都府 中村　和希 026-2-0139 大阪府 山下　直輝 028-2-0129
愛知県 恒川　定則 233-2-0001 京都府 山﨑　慧太 026-2-0140 大阪府 多々良　昌樹 028-2-0133
三重県 石倉　俊宏 022-2-0020 京都府 堀内　亮 026-2-0141 大阪府 竹中　麻結 028-2-0136
三重県 佐川　眞佐夫 023-2-0001 京都府 十枝　航太 026-2-0142 大阪府 笹木　竜斗 028-2-0138
三重県 伊藤　哲朗 023-2-0006 京都府 永富　優希 026-2-0144 大阪府 児玉　沙耶佳 028-2-0146
三重県 長谷川　正也 023-2-0018 京都府 白數　奈津見 026-2-0146 大阪府 河野　大陸 028-2-0147
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居住地 氏名 ジャッジ番号 居住地 氏名 ジャッジ番号 居住地 氏名 ジャッジ番号
大阪府 笠次 純爾 028-2-0149 岡山県 小西　立碁 033-2-0015 佐賀県 宮﨑　歩美 041-2-0011
大阪府 中井　竜聖 030-2-0031 岡山県 山本　孝俊 040-2-0063 佐賀県 増本　さやか 041-2-0012
大阪府 木村　星香 036-2-0024 広島県 宮西　勇 034-2-0005 佐賀県 新郷　健太 041-2-0013
大阪府 中尾　周史 066-2-0006 広島県 松尾　英樹 034-2-0007 佐賀県 重　陽一 041-2-0014
大阪府 村山　信一 069-2-0001 広島県 高垣　一之 034-2-0010 佐賀県 井上　宏 041-2-0015
大阪府 村上　真侑子 078-2-0036 広島県 吉川　巖一 034-2-0013 佐賀県 中島　昌英 041-2-0016
大阪府 横山  浩 110-2-0022 広島県 濵田　健司 034-2-0016 佐賀県 増本　哲也 041-2-0017
大阪府 岩崎　雅久 226-2-0005 広島県 石川　常義 034-2-0018 佐賀県 山口　徳広 041-2-0018
兵庫県 荒瀬　航太 025-2-0124 広島県 小菅　正幸 034-2-0020 佐賀県 稲葉　伸理 041-2-0020
兵庫県 島田　宏 027-2-0004 広島県 槇原　久紀 034-2-0028 長崎県 西村　隆 042-2-0010
兵庫県 黒石　元 027-2-0005 広島県 後藤　貴之 034-2-0033 長崎県 森下　勇示 042-2-0014
兵庫県 中澤　剛士 027-2-0018 広島県 河井　正人 034-2-0036 長崎県 浅川　潮太郎 042-2-0015
兵庫県 松崎　和弘 028-2-0011 広島県 沖田　晴生 034-2-0038 長崎県 市来　翔太 042-2-0020
兵庫県 西尾　隆 028-2-0014 広島県 赤坂　悟 034-2-0039 熊本県 中野　真澄 043-2-0001
兵庫県 浅原　宗一郎 028-2-0016 広島県 谷口　誠 034-2-0040 熊本県 村上　裕一 043-2-0004
兵庫県 森田　智彦 028-2-0019 広島県 泉　正次 034-2-0043 大分県 甲斐　逸平 034-2-0030
兵庫県 加藤　幸二 028-2-0028 広島県 柳崎　正之 034-2-0044 大分県 水田　長兵 042-2-0021
兵庫県 北口　千裕 028-2-0050 広島県 大野　修司 105-2-0007 大分県 小柳　勝也 044-2-0007
兵庫県 山岡　祥記 028-2-0068 広島県 小山　悟 113-2-0001 宮崎県 橋口　昭彦 045-2-0001
兵庫県 森　政憲 028-2-0091 広島県 村瀬　哲也 113-2-0003 宮崎県 川口　真紀 045-2-0002
兵庫県 森　華奈子 028-2-0092 広島県 高島　義之 113-2-0007 宮崎県 上妻　明弘 045-2-0003
兵庫県 森重　新那 028-2-0126 広島県伊藤　英夫　パトリック113-2-0008 宮崎県 坂元　明広 045-2-0008
兵庫県 山本　優志 028-2-0127 山口県 鳥取　雅嗣 034-2-0014 宮崎県 松宮　哲夫 045-2-0013
兵庫県 渡邊　睦貴 028-2-0130 山口県 今村　光利 035-2-0007 宮崎県 平島　昇 045-2-0014
兵庫県 青木　穂乃実 028-2-0132 山口県 中村　光恵 035-2-0008 宮崎県 廣池　達哉 045-2-0015
兵庫県 加藤　優汰 028-2-0134 山口県 中村　公俊 035-2-0011 宮崎県 山元　麻理 045-2-0016
兵庫県 松岡　千咲 028-2-0139 山口県 鳥取　有希子 035-2-0020 鹿児島県 榮樂　洋光 046-2-0003
兵庫県 原　達哉 028-2-0140 山口県 冨永　理貴 035-2-0023 鹿児島県 勝田　哲英 046-2-0007
兵庫県 河野　瑶平 028-2-0141 徳島県 森下　嘉樹 108-2-0024 鹿児島県 坂口　陽平 046-2-0008
兵庫県 大堀　達也 028-2-0142 香川県 小野澤　秀典 036-2-0009 鹿児島県 平川　元通 046-2-0012
兵庫県 江本　遼斗 028-2-0143 香川県 九富　潤一郎 036-2-0013 鹿児島県 岩城　龍之 046-2-0019
兵庫県 西垣　翔平 028-2-0144 香川県 池本　裕文 036-2-0017 鹿児島県 松本　雄一郎 046-2-0020
兵庫県 藤本 拓也 028-2-0148 香川県 山田　幸永 036-2-0018 鹿児島県 瀬戸山　茂 046-2-0023
兵庫県 吉川　野乃香 034-2-0054 香川県 地濱　義雄 036-2-0019 鹿児島県 松尾　博文 046-2-0024
兵庫県 高菅　峻 035-2-0022 香川県 旭　康一 036-2-0020 鹿児島県 北郷　浩一郎 046-2-0025
兵庫県 岩田　俊彦 078-2-0004 香川県 流　千里 036-2-0020 鹿児島県 牧　早一郎 046-2-0026
兵庫県 抜井　康樹 079-2-0003 愛媛県 大槻　映幸 038-2-0003 鹿児島県 出之口　隼人 046-2-0027
兵庫県 今津　浩平 105-2-0018 愛媛県 松井　清三 038-2-0006 鹿児島県 田中　俊一 046-2-0029
兵庫県 森　亮介 106-2-0003 愛媛県 深瀬　宗久 038-2-0008 鹿児島県 元津　大地 046-2-0030
兵庫県 妹尾　達樹 112-2-0008 愛媛県 森貞　雅博 038-2-0014 鹿児島県 重信　隆彰 046-2-0031
兵庫県 木下　映 112-2-0053 愛媛県 豊川　将平 038-2-0015 鹿児島県 岩城　海都 046-2-0032
兵庫県 竹内　広太 226-2-0003 愛媛県 望月　航 038-2-0017 鹿児島県 田中　秀洋 046-2-0033
兵庫県 藤本 将嵩 226-2-0004 愛媛県 重松　裕子 113-2-0006 鹿児島県 橋元　隆 046-2-0036
奈良県 續木　茄可 029-2-0021 高知県 青木　真 039-2-0008 鹿児島県 剥岩　政次 115-2-0004
奈良県 國司　景太郎 078-2-0031 福岡県 岡村　勝美 040-2-0001 鹿児島県 田中　一平 115-2-0005
奈良県 久保　郁也 078-2-0040 福岡県 河内　孝明 040-2-0004 沖縄県 平野　貴也 047-2-0001

和歌山県 田渕　日向 026-2-0112 福岡県 北方　貴紀 040-2-0020 沖縄県 有銘　兼一 047-2-0003
和歌山県 井堰　威瑠 028-2-0124 福岡県 村田　高亮 040-2-0030 沖縄県 杉本　武 047-2-0004
和歌山県 山本　菜々星 028-2-0131 福岡県 宮崎　太一 040-2-0041 沖縄県 沖塩　直樹 047-2-0013
和歌山県 久保　旬也 028-2-0135 福岡県 立石　欣也 040-2-0043 沖縄県 島袋　直人 078-2-0034
和歌山県 赤松　佑香 028-2-0145 福岡県 林　康友 040-2-0066 - - -
和歌山県 高橋　航 030-2-0003 福岡県 原田　二千夏 040-2-0067 - - -
和歌山県 永岡　靖久 030-2-0009 福岡県 佐藤　拓海 040-2-0068 - - -
和歌山県 中村　厚子 030-2-0011 福岡県 下石　熙 040-2-0069 - - -
和歌山県 山口　慶一 030-2-0012 福岡県 足立　拓馬 040-2-0070 - - -
和歌山県 尾川　潤 030-2-0014 福岡県 徳丸　知夏 040-2-0071 - - -
和歌山県 小久保　伸一 030-2-0022 福岡県 山本　加代子 040-2-0072 - - -
和歌山県 矢野　健太郎 030-2-0027 福岡県 市橋　隆司 041-2-0019 - - -
和歌山県 中村　悠耶 030-2-0030 福岡県 今村　公彦 046-2-0035 - - -
和歌山県 山田　咲良 030-2-0034 福岡県 井原　裕二 114-2-0001 - - -
和歌山県 西村　穗佳 030-2-0035 福岡県 松嶋　哲哉 114-2-0003 - - -
和歌山県 宮本　先朗 112-2-0052 佐賀県 田中　伸幸 040-2-0048 - - -
岡山県 入澤　英伸 033-2-0002 佐賀県 中山　英弘 041-2-0001 - - -
岡山県 池上　亜樹 033-2-0005 佐賀県 中山　由佳 041-2-0007 - - -
岡山県 岩崎　裕児 033-2-0007 佐賀県 保利　守男 041-2-0009 - - -
岡山県 河田　隆宏 033-2-0014 佐賀県 宮﨑　祥士朗 041-2-0010 - - -
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