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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
北海道 三浦　隆 001-1-0045 石川県 山本 正樹 019-1-0588 鳥取県 富田　博司 031-1-0331
北海道 佐藤　正 001-1-0046 福井県 佐々木　光夫 020-1-0135 鳥取県 中村　昭仁 031-1-0437
北海道 溝口　誠祥 001-1-0609 福井県 直江　正一 020-1-0417 島根県 菊池　耕三 032-1-0574
北海道 江野　紳 001-1-0613 福井県 高間　博之 020-1-0418 岡山県 村上　幹夫 033-1-0390
青森県 浅利　正 002-1-0277 山梨県 田辺　文得 015-1-0315 岡山県 高坂　和男 033-1-0436
青森県 高谷　智 002-1-0548 山梨県 羽田　定造 015-1-0316 岡山県 諏訪　毅 036-1-0563
岩手県 長塚　奉司 003-1-0269 山梨県 古屋　勇人 015-1-0317 岡山県 加藤　圭二 033-1-0567
岩手県 山下　亮 003-1-0463 岐阜県 水野 秀輝 022-1-0107 広島県 盛谷　静之 034-1-0176
宮城県 棚橋　善克 004-1-0053 岐阜県 川瀬　修央 024-1-0528 広島県 兼田　幸治 034-1-0243
宮城県 岡嶋　佳治 004-1-0275 岐阜県 渡辺 洋司 024-1-0557 広島県 大原　博實 034-1-0244
宮城県 伊藤 大貴 004-1-0610 岐阜県 伊藤 孝俊 024-1-0558 広島県 井川　史朗 034-1-0520
山形県 斎藤　和久 006-1-0414 岐阜県 水谷 浩也 024-1-0559 広島県 田口　一成 034-1-0521
茨城県 高野　進 008-1-0615 岐阜県 鷲見　知幸 059-1-0603 広島県 檜皮　浩二 034-1-0522
茨城県 中村　孝宏 008-1-0614 岐阜県 児玉　晴夫 024-1-0619 広島県 吉本　昌弘 034-1-0575
埼玉県 柳内　茂 106-1-0598 岐阜県 廣野　晴保 023-1-0620 広島県 藤井　裕文 034-1-0606
千葉県 栗原　博 012-1-0077 静岡県 中嶋 浩二郎 021-1-0113 山口県 橋本　健太郎 035-1-0576
千葉県 小山　泰彦 013-1-0385 静岡県 髙橋 幸吉 021-1-0114 山口県 花田　卓教 035-1-0581
千葉県 伊藤　亮一 012-1-0401 静岡県 落合 正巳 021-1-0320 徳島県 澳津　康賀 037-1-0205
千葉県 松原　次夫 081-1-0517 静岡県 鈴木　孝明 021-1-0473 徳島県 石井　良直 037-1-0206
千葉県 大木　武彦 081-1-0518 静岡県 山口 泰正 021-1-0514 香川県 斉藤　修 036-1-0438
千葉県 渡邉　範夫 105-1-0550 静岡県 山口　滋子 021-1-0621 香川県 樋上　聡史 036-1-0555
千葉県 大西　隆浩 003-1-0564 愛知県 柴沼 克己 022-1-0015 香川県 山田 佳明 036-1-0589
千葉県 天貝　謙介 012-1-0616 愛知県 市川　隆 022-1-0102 香川県 佐伯　健太 036-1-0602
東京都 榛葉　克也 108-1-0034 愛知県 澁谷 有人 062-1-0117 香川県 岡田　光信 036-1-0622
東京都 川北　達也 013-1-0035 愛知県 鵜飼 通夫 022-1-0343 愛媛県 西田　昭二 038-1-0029
東京都 村松　哲太郎 014-1-0036 愛知県 斉藤 英明 022-1-0462 愛媛県 大野　泰嗣 038-1-0194
東京都 稲葉　俊彦 108-1-0349 愛知県 大島 茂樹 110-1-0476 愛媛県 黒木 信治 038-1-0590
東京都 大村　雅一 105-1-0351 愛知県 長坂　収 110-1-0478 高知県 谷田 豊明 039-1-0593
東京都 岡 志史雄 014-1-0363 愛知県 南原 健一 022-1-0560 福岡県 名方　俊介 040-1-0032
東京都 坂田　修一 090-1-0471 愛知県 白井　一志 025-1-0561 福岡県 太田　雄三　 040-1-0213
東京都 鈴木　一行 106-1-0473 愛知県 古川 裕之 022-1-0568 福岡県 髙野　由美子 040-1-0236
東京都 高橋　有樹 013-1-0535 愛知県 本多 哲也 022-1-0570 福岡県 岩瀬　広志 040-1-0285
東京都 渡辺　勝 013-1-0536 愛知県 前地　達郎 022-1-0583 福岡県 平畑　克敏 040-1-0286
東京都 山本　俊貴 013-1-0544 愛知県 櫻井　真也 066-1-0623 福岡県 田中　昭愛 040-1-0287
東京都 鈴木　隆雄 105-1-0551 愛知県 小野内　健太 022-1-0624 福岡県 重松　秀樹 040-1-0290
東京都 下田　悟 013-1-0548 三重県 景山 裕二 023-1-0123 福岡県 富松　潔 040-1-0393
東京都 三輪　眞言 107-1-0585 三重県 福田　久 023-1-0562 福岡県 岡部　幸司 040-1-0504
東京都 関口　真秀 108-1-0599 三重県 西山　和仁 023-1-0618 福岡県 吉留　容子 040-1-0510

神奈川県 平松　靖晧 060-1-0312 滋賀県 山下　記誉 025-1-0499 福岡県 高木　紀寿 040-1-0580
神奈川県 宮崎　景 014-1-0314 滋賀県 西藤　知城 025-1-0608 福岡県 豊原　政則 040-1-0607
神奈川県 長谷川　浩二 105-1-0353 京都府 細川　義明 026-1-0256 佐賀県 坂本　徹 040-1-0237
神奈川県 大村　達也 013-1-0356 京都府 坂　文彦 026-1-0259 長崎県 森崎　一則 042-1-0291
神奈川県 小松　茂 014-1-0357 京都府 永井　健一 026-1-0267 長崎県 古賀　誠次 042-1-0423
神奈川県 中島　菊治 013-1-0461 京都府 中西　金一郎 026-1-0376 熊本県 西牟田　康博 043-1-0221
神奈川県 田中　正昭 014-1-0507 京都府 増田　開 026-1-0496 熊本県 本田　肇 043-1-0460
神奈川県 前園　昇 014-1-0508 京都府 嶋倉 英晃 111-1-0523 大分県 佐藤　誠 044-1-0422
神奈川県 松本　雄二 081-1-0516 京都府 嶋　綾子 057-1-0573 大分県 五十川　浩司 044-1-0537
神奈川県 佐藤 厚子 014-1-0519 大阪府 山岡　閃 112-1-0139 大分県 河野　義樹 044-1-0539
神奈川県 内田　伸一 059-1-0526 大阪府 恵谷　徹 026-1-0262 鹿児島県 野元　健一郎 046-1-0229
神奈川県 木内　誠 014-1-0532 大阪府 藤原　洋彰 027-1-0405 鹿児島県 西原　充貴 046-1-0525
神奈川県 内田　みち子 014-1-0533 大阪府 柏元　孝博 112-1-0487 鹿児島県 坂元　善行 046-1-0540
神奈川県 横田　雅信 014-1-0534 大阪府 中野　佐多子 029-1-0497 - - -
神奈川県 浅田　素之 014-1-0554 大阪府 細川　猛史 025-1-500 - - -
神奈川県 佐々木　龍也 081-1-0566 大阪府 中野　鉄芳 029-1-0506 - - -
神奈川県 石田　雅信 060-1-0571 大阪府 山本　眞也 027-1-0545 - - -
神奈川県 林　健太 001-1-0579 大阪府 間下　正司 112-1-0584 - - -
新潟県 石川　雅之 016-1-0546 大阪府 弘中　健史 027-1-0604 - - -
富山県 加賀谷　賢二 018-1-0133 兵庫県 戸嶋　博之 028-1-0150 - - -
富山県 村井　隆 018-1-0446 兵庫県 浅原　慈樹 025-1-0502 - - -
富山県 金川　円 018-1-0451 兵庫県 笠木　伸平 028-1-0596 - - -
富山県 佐野　文秀 018-1-0453 兵庫県 宇都宮　則夫 204-1-0597 - - -
富山県 高桑 幸一 018-1-0587 兵庫県 安積　麻帆 028-1-0611 - - -
石川県 宮崎　公臣 019-1-0251 奈良県 石崎五一郎 029-1-0154 - - -
石川県 多田　正暁 019-1-0253 和歌山県 川嶌 秀則 030-1-0362 - - -
石川県 大西　治夫 019-1-0254 和歌山県 中村　和哉 030-1-0569 - - -
石川県 岩城　宏志 019-１-0577 鳥取県 澤　洋征 031-1-0184 - - -
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