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2021.10.11
1 名⼈位 喜島 安広 キジマ ヤスヒロ 49 神奈川(KPBA) ⼭⽥ ⼤筰 ヤマダ ダイサク
2 2019B級優勝 和巻 拓也 ワマキ タクヤ 50 神奈川(KPBA) 三浦 靖之 ミウラ ヤスユキ
3 北海道(ＨＰＢＡ) 武藤 秀範 ムトウ ヒデノリ 51 神奈川(KPBA) 丸 任明 マル タダアキ
4 宮城(MPBA) 森 康⼈ モリ ヤスヒト 52 ⼭梨(YPBC) ⿊⽊ 和好 クロキ カズヨシ
5 宮城(MPBA) 齋藤 寛之 サイトウ ヒロユキ 53 ⼭梨(YPBC) 望⽉ 崇紀 モチヅキ タカトシ
6 宮城(MPBA) 富樫 翼 トガシ ツバサ 54 ⼭梨(YPBC) 中野 和弘 ナカノ カズヒロ
7 宮城(MPBA) 杉野 智隆 スギノ トモタカ 55 ⼭梨(YPBC) 深澤 孝 フカサワ タカシ
8 宮城(MPBA) 渋⾕ 正寿 シブヤ マサトシ 56 ⻑野 松下 茂 マツシタ シゲル
9 宮城 ⼤⼭ 博 オオヤマ ヒロシ 57 ⻑野(NPBA) ⽥中 敦 タナカ アツシ
10 福島(FPBA) ⼭岡 透 ヤマオカ トオル 58 静岡(SPBC) 櫻井 淳平 サクライ ジュンペイ
11 福島(FPBA) 佐藤 フロンズ サトウ フロンズ 59 静岡(SPBC) ⼩泉 毅朗 コイズミ タケロウ
12 栃⽊(TPBA) 磯 朋如 イソ トモユキ 60 静岡(SPBC) 政⼆ 真琴 マサニ マコト
13 埼⽟(SPA) 加藤 秀万 カトウ シュウマン 61 静岡(SPBC) ⽯⽥ 太⼠ イシダ タイジ
14 埼⽟(SPA) 齋藤 健輔 サイトウ ケンスケ 62 静岡(SPBC) 渡邉 覚 ワタナベ サトル
15 埼⽟(SPA) ⻑島 功 ナガシマ イサオ 63 静岡(SPBC) ⽊村 喜元 キムラ ヨシモト
16 埼⽟(SPA) ⻘柳 ⾼⼠ アオヤギ タカシ 64 静岡(SPBC) 秋本 真吾 アキモト シンゴ
17 埼⽟(SPA) 堀⼝ ⼤樹 ホリグチ ダイジュ 65 静岡 ⼭岸 英史 ヤマギシ ヒデフミ
18 埼⽟(SPA) 建川 雄司 タテカワ ユウジ 66 静岡(SPBC) 藤井 良樹 フジイ ヨシキ
19 埼⽟ 荒岡 栄治 アラオカ エイジ 67 静岡(SPBC) ⼭崎 淳哉 ヤマザキ アツヤ
20 埼⽟(SPA) 奈良 崇 ナラ タカシ 68 静岡(SPBC) 有野 創 アリノ ハジメ
21 千葉(CPBA) 醍醐 雅⼈ ダイゴ マサト 69 静岡(SPBC) ⼟屋 賢⼆ ツチヤ ケンジ
22 千葉(CPBA) 松澤 祥吾 マツザワ ショウゴ 70 静岡 浅井 惣太郎 アサイ ソウタロウ
23 千葉(CPBA) ⼭内 ⼤介 ヤマウチ ダイスケ 71 静岡(SPBC) ⽻切 進⼀郎 ハギリ シンイチロウ
24 千葉(CPBA) ⻑⾕川 葵 ハセガワ アオイ 72 愛知(ARC) 島⽥ 隆嗣 シマダ リュウジ
25 東京(TPA) ⾓⾕ 慈樹 スミヤ シゲキ 73 愛知(ARC) 松本 真明 マツモト マサアキ
26 東京 ⽵内 承勲 タケウチ ショウクン 74 愛知 渡邊 英光 ワタナベ ヒデミツ
27 東京(TPA) 清⽔ 潮 シミズ ウシオ 75 愛知 安形 泰宏 アガタ ヤスヒロ
28 東京 内⼭ 直意 ウチヤマ ナオイ 76 愛知 ⽊村 善広 キムラ ヨシヒロ
29 東京(TPA) 本諏訪 裕幸 モトスワ ヒロユキ 77 愛知(ARC) ⼩川 晃 オガワ コウ
30 東京 ⽯川 栄⼀ イシカワ エイイチ 78 愛知(ARC) ⽥古嶋 清 タコジマ キヨシ
31 東京 千喜良 和摩 チキラ カズマ 79 愛知(ARC) ⽥尻 ⼤悟 タジリ ダイゴ
32 東京(TPA) ⼤枝 隆樹 オオエダ タカキ 80 愛知(ARC) 久本 和彌 ヒサモト カズヤ
33 東京 ⼩宮 鐘之介 コミヤ ショウノスケ 81 愛知 妹尾 健司 セオ ケンジ
34 東京 ⼭崎 篤 ヤマザキ アツシ 82 愛知 吉⽥ 幸博 ヨシダ ユキヒロ
35 東京 廣中 啓紀 ヒロナカ ヒロキ 83 愛知(ARC) 中村 光男 ナカムラ ミツオ
36 東京 出⼝ ⼀⾺ デグチ カズマ 84 愛知(ARC) 御厨 伸明 ミクリヤ ノブアキ
37 神奈川 松⼭ 紀章 マツヤマ ノリアキ 85 愛知(ARC) ⼩寺 将⼀ コテラ マサカズ
38 神奈川(KPBA) ⽯渡 哲也 イシワタ テツヤ 86 愛知(ARC) ⼩⽥ ⾼広 オダ タカヒロ
39 神奈川(KPBA) ⼭下 純基 ヤマシタ ヨシキ 87 愛知 中⽥ 博道 ナカタ ヒロミチ
40 神奈川(KPBA) 後藤 信也 ゴトウ シンヤ 88 愛知 ⽥代 亮太 タシロ リョウタ
41 神奈川 ⼤坪 浩⼆ オオツボ コウジ 89 愛知 横井 淳⼀ ヨコイ ジュンイチ
42 神奈川(KPBA) ⼤⾥ 卓 オオサト タク 90 愛知 ⻘⽊ 宏紀 アオキ ヒロキ
43 神奈川(KPBA) ⼩宮 裕樹 コミヤ ユウキ 91 愛知 加藤 利得 カトウ トシノリ
44 神奈川 ⽥邊 邦明 タナベ クニアキ 92 愛知(ARC) ⽮野 央 ヤノ ヒサシ
45 神奈川(KPBA) ⾹村 明宏 カムラ アキヒロ 93 岐⾩ 市川 裕貴 イチカワ ユウキ
46 神奈川(KPBA) 園⼭ 亮 ソノヤマ リョウ 94 岐⾩ 杉⼭ 秀⼀ スギヤマ ヒデカズ
47 神奈川(KPBA) 吉成 之宏 ヨシナリ ユキヒロ 95 岐⾩(GPBC) 加藤 篤史 カトウ アツシ
48 神奈川(KPBA) 岡部 正 オカベ タダシ 96 岐⾩(GPBC) 辻 和美 ツジ カズヨシ
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97 岐⾩ 松村 太⼠ マツムラ フトシ 145 ⼤阪 ⽥中 裕也 タナカ ユウヤ
98 岐⾩(GPBC) 丹⽻ 哲也 ニワ テツヤ 146 ⼤阪(ORC) 河本 ⼀典 カワモト カズノリ
99 岐⾩(GPBC) 伊藤 祐也 イトウ ユウヤ 147 ⼤阪 城森 昂志 ジョウモリ タカシ
100 岐⾩(GPBC) 保 雅之 ホ マサユキ 148 ⼤阪 加悦 裕明 カエツ ヒロアキ
101 岐⾩(GPBC) ⾼橋 浩之 タカハシ ヒロユキ 149 ⼤阪 ⼤野 祐輔 オオノ ユウスケ
102 岐⾩(GPBC) 保浦 慎吾 ホボ シンゴ 150 ⼤阪 瀬⼾⼭ 巌 セトヤマ イワオ
103 三重(MRC) 織⽥ 賢⼈ オダ ケント 151 ⼤阪 ⻄川 ⻯⼆ ニシカワ リュウジ
104 三重(MRC) ⽵岡 憲司 タケオカ ケンジ 152 ⼤阪 ⽊⽥ 達⽮ キダ タツヤ
105 三重(MRC) 安達 篤史 アダチ アツシ 153 ⼤阪 ⻄⼝ 康典 ニシグチ ヤスノリ
106 三重(MRC) 寺村 隆 テラムラ タカシ 154 ⼤阪 ⻑⾕川 貴⼠ ハセガワ タカシ
107 三重(MRC) 森本 英幸 モリモト ヒデユキ 155 ⼤阪 松岡 和雄 マツオカ カズオ
108 三重(MRC) ⿊宮 健⼆ クロミヤ ケンジ 156 ⼤阪(ORC) 春⽊ 啓朗 ハルキ ヒロアキ
109 三重 三村 喜之 ミムラ ヨシユキ 157 奈良(NRC) 吉向 翔平 キッコウ ショウヘイ
110 富⼭(TRC) 渡邊 亮 ワタナベ リョウ 158 奈良 ⼾根 昌伸 トネ マサノブ
111 富⼭(TRC) 荒井 俊光 アライ トシミツ 159 奈良(NRC) 巽 ⼤地 タツミ ダイチ
112 富⼭(TRC) 野崎 和彦 ノザキ カズヒコ 160 奈良 東 照幸 ヒガシ テルユキ
113 ⽯川(IPBC) 杉本 優太 スギモト ユウタ 161 奈良(NRC) ⻑⾕川 進 ハセガワ ススム
114 ⽯川(IPBC) ⼤辻 公⼀郎 オオツジ コウイチロウ 162 奈良(NRC) 井本 ⾼史 イモト タカシ
115 ⽯川(IPBC) ⼭中 秀⼀ ヤマナカ シュウイチ 163 和歌⼭(WRC) ⽵添 俊也 タケゾエ トシヤ
116 ⽯川(IPBC) 森⽥ 光⼀ モリタ コウイチ 164 和歌⼭(WRC) 松本 勲也 マツモト イサヤ
117 福井(FPBC) 伊東 寿将 イトウ トシユキ 165 和歌⼭(WRC) 和⽥ 宗⼀郎 ワダ ソウイチロウ
118 滋賀(SBC) ⻑⽥ 智紀 ナガタ トモノリ 166 和歌⼭(WRC) 成⽥ 敬宣 ナリタ ヨシノリ
119 滋賀(SBC) 秋⽥ 倫央 アキタ ミチオ 167 兵庫(HRC) ⾦井 健太郎 カナイ ケンタロウ
120 滋賀(SBC) ⼤橋 義治 オオハシ ヨシハル 168 兵庫(HRC) 平井 洸志 ヒライ コウシ
121 滋賀(SBC) 林 秀忠 ハヤシ ヒデタダ 169 兵庫(HRC) 堂園 雅也 ドウゾノ マサヤ
122 滋賀(SBC) ⼤橋 正寛 オオハシ マサヒロ 170 兵庫 濱場 俊幸 ハマバ トシユキ
123 滋賀(SBC) ⻄峰 久祐 ニシミネ ヒサノリ 171 兵庫(HRC) 宮本 ⼀ ミヤモト ハジメ
124 滋賀(SBC) 柳川 哲也 ヤナガワ テツヤ 172 兵庫(HRC) 宮井 健太郎 ミヤイ ケンタロウ
125 京都 猪⼝ 政⼀ イノクチ マサカズ 173 兵庫 三島 幹雄 ミシマ ミキオ
126 京都 今井 武⼠ イマイ タケシ 174 兵庫 ⾦⾕ 俊彦 カナヤ トシヒコ
127 京都(KRC) ⾦光 隆男 カネミツ タカオ 175 兵庫 ⻑平良 宜尚 ナガヒラ ノリアキ
128 京都(KRC) ⼩堀 泰次郎 コボリ タイジロウ 176 兵庫(HRC) 中尾 亮太 ナカオ リョウタ
129 京都 佐藤 正⾏ サトウ マサユキ 177 兵庫(HRC) 幹⽥ 義孝 ミキタ ヨシタカ
130 京都(KRC) ⽥附 裕次 タヅケ ユウジ 178 兵庫(HRC) 新免 ⼀ シンメン ハジメ
131 京都 丹⽻ 雅義 ニワ マサヨシ 179 岡⼭(OPBA) 尼⼦ 雅⼀ アマコ マサカズ
132 京都(KRC) 平⽥ 正司 ヒラタ ショウジ 180 岡⼭(OPBA) 三宅 達也 ミヤケ タツヤ
133 京都(KRC) 藤本 悟史 フジモト サトシ 181 岡⼭(OPBA) ⾕⼝ 敬彦 タニグチ ヨシヒコ
134 京都(KRC) 宮島 亮介 ミヤジマ リョウスケ 182 岡⼭(OPBA) 前川 健 マエカワ タケシ
135 京都(KRC) 井関 ⼀成 イセキ カズナリ 183 広島(HPBC) ⾼上 真⼀ タカガミ シンイチ
136 京都 ⻫藤 勇⽣ サイトウ ユウキ 184 広島(HPBC) 佐藤 定成 サトウ サダナリ
137 京都(KRC) 堀部 直⼈ ホリベ ナオト 185 広島(HPBC) 中野 雅之 ナカノ マサユキ
138 京都(KRC) 早川 徹 ハヤカワ トオル 186 広島 瀬上 ⿓之介 セガミ リュウノスケ
139 京都(KRC) ⼭下 直⽣ ヤマシタ ナオキ 187 福岡 井形 拓⽣ イガタ タクミ
140 ⼤阪(ORC) ⼩原 嘉丈 オハラ ヨシタケ 188 福岡(FRC) ⾼⽥ 武志 タカタ タケシ
141 ⼤阪(ORC) ⻄川 瞬 ニシカワ シュン 189 福岡(FRC) ⻄ 武志 ニシ タケシ
142 ⼤阪(ORC) 吉岡 保俊 ヨシオカ ヤストシ 190 福岡 伊東 剛宗 イトウ タカヒロ
143 ⼤阪 ⼸場 将平 ユミバ ショウヘイ 191 ⻑崎(NPC) 安藤 正樹 アンドウ マサキ
144 ⼤阪 澤⼭ 太郎 サワヤマ タロウ 192 ⻑崎(NPC) 塚本 勇⼀郎 ホリモト ユウイチロウ
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1 ⼥流球聖位 梶原 愛 カジハラ アイ 33 岐⾩(GPBC) 景⼭ 敦⼦ カゲヤマ アツコ
2 北海道(ＨＰＢＡ) 川村 美穂 カワムラ ミホ 34 岐⾩(GPBC) 丹⽻ 弘美 ニワ ヒロミ
3 北海道(ＨＰＢＡ) 出⼝ 光⼦ デグチ ミツコ 35 ⽯川(IPBC) 野村 奈央 ノムラ ナオ
4 宮城(MPBA) 安達 紋⾹ アダチ アヤカ 36 ⽯川 宮本 真紀⼦ ミヤモト　 マキコ
5 福島(FPBA) 五⼗嵐 美妙⼦ イガラシ ミサコ 37 滋賀(SBC) ⼤橋 洋⼦ オオハシ ヨウコ
6 栃⽊(TPBA) 磯 六⽉ イソ ミナヅキ 38 滋賀(SBC) ⽥岡 奈々枝 タオカ ナナエ
7 埼⽟(SPA) 喜島 美⾹⼦ キジマ ミカコ 39 京都(KRC) 森⽥ 由佳⾥ モリタ ユカリ
8 千葉(CPBA) 嶋村 友⼦ シマムラ トモコ 40 京都(KRC) 渡邊 愛⼦ ワタナベ アイコ
9 千葉 近光 翼 チカミツ ツバサ 41 ⼤阪(ORC) ⻄⽥ 恵⼦ ニシダ ケイコ
10 東京(TPA) 諏訪 由紀 スワ ユキ 42 ⼤阪 増⽥ 真紀⼦ マスダ マキコ
11 東京(TPA) 倉⽥ 美穂 クラタ ミホ 43 ⼤阪 ⼟井 佐希⼦ ドイ サキコ
12 東京 ⽶⽥ 理沙 ヨネダ リサ 44 ⼤阪 仲島 由美⼦ ナカジマ ユミコ
13 東京 ⼤城 奈津⼦ オオシロ ナツコ 45 ⼤阪 増⽥ 薫 マスダ カオル
14 東京 岩崎 芳⼦ イワサキ ヨシコ 46 ⼤阪 阪垣 ⾥奈 サカガキ リナ
15 神奈川(KPBA) 後藤 彩 ゴトウ アヤ 47 ⼤阪(ORC) 安⽥ 純華 ヤスダ スミカ
16 神奈川 ⾕ みいな タニ ミイナ 48 ⼤阪(ORC) 上栄 しのぶ カミエ シノブ
17 神奈川 坂⽥ ⼣紀 サカタ ユキ 49 奈良 ⼭⽥ 直美 ヤマダ ナオミ
18 ⼭梨 原⼝ 和恵 ハラグチ カズエ 50 奈良(NRC) 宮野 早織 ミヤノ サオリ
19 静岡 今村 眞理⼦ イマムラ マリコ 51 兵庫(HRC) 中平 美輪 ナカヒラ ミワ
20 静岡 ⾼橋 有希 タカハシ ユキ 52 兵庫 井上 美紗稀 イノウエ ミサキ
21 静岡 ⾼⽥ 裕⼦ タカダ ユウコ 53 岡⼭ 佐藤 美和 サトウ ミワ
22 静岡 渡邊 多加⼦ ワタナベ タカコ 54 岡⼭ 浜野 ⼀葉 ハマノ ヒトハ
23 愛知(ARC) 原⼝ さゆり ハラグチ サユリ 55 ⼭⼝(YPBA) ⾅井 ⾹⼩⾥ ウスイ カオリ
24 愛知 ⼤井 つばさ オオイ ツバサ 56 宮崎 後藤 由樹 ゴトウ ユキ
25 愛知 ⻄⽥ 真由⾹ ニシダ マユカ 57 福岡 在郷 瞳 ザイゴウ ヒトミ
26 愛知 吉⾒ 佳世 ヨシミ カヨ 58 ⻑崎 ⼭⼝ 遥 ヤマグチ ハルカ
27 愛知 ⼩原 ⿇由美 コハラ マユミ 59
28 愛知 星 ひとみ ホシ ヒトミ 60
29 愛知 ⼩澤 早苗 オザワ サナエ 61
30 愛知 間瀬 千晴 マセ チハル 62
31 愛知 旭 真⼸ アサヒ マユミ 63
32 愛知(ARC) 島⽥ 安沙⼦ シマダ アサコ 64
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1 宮城 鈴⽊ 慎⼀ スズキ シンイチ 65 愛知 清⽔ 憲明 シミズ ノリアキ
2 福島(FPBA) 佐川 和之 サガワ カズユキ 66 岐⾩(GPBC) 岸本 萌⾥ キシモト モエリ
3 埼⽟ ⼩池 教之 コイケ ノリユキ 67 岐⾩(GPBC) 下崎 穣 シモザキ ジョウ
4 埼⽟ ⼩和瀬 礼央 コワセ レオ 68 岐⾩(GPBC) 肥⽥ 秀樹 ヒダ ヒデキ
5 埼⽟ 藤塚 茜 フジツカ アカネ 69 三重 須⾙ 雄⼀郎 スガイ ユウイチロウ
6 千葉 ⾬宮 謙次 アメミヤ ケンジ 70 三重 島⽥ 明典 シマダ アキノリ
7 千葉 近光 慶 チカミツ ケイ 71 三重 橋本 剛志 ハシモト タケシ
8 東京 平尾 卓也 ヒラオ タクヤ 72 ⽯川 植松 俊介 ウエマツ シュンスケ
9 東京 川村 洋介 カワムラ ヨウスケ 73 ⽯川 國吉 星伍 クニヨシ セイゴ
10 東京 ⻄村 圭司 ニシムラ ケイジ 74 滋賀(SBC) 御⼿洗 茂 ミタライ シゲル
11 東京 永⽥ 博志 ナガタ ヒロシ 75 滋賀(SBC) 久郷 英太郎 クゴウ エイタロウ
12 東京 北浦 兵衛 キタウラ ヒョウエイ 76 滋賀(SBC) 岸本 淳 キシモト アツシ
13 東京 上村 七海 カミムラ ナナミ 77 滋賀(SBC) 秋⽥ 倭吹 アキタ イブキ
14 東京 ⼤崎 薫 オオサキ カオル 78 京都 井⼝ 正喜 イグチ マサヨシ
15 東京 中⼭ 誠 ナカヤマ マコト 79 京都 ⽷井 康洋 イトイ ヤスヒロ
16 東京 辻 ⼤祐 ツジ ダイスケ 80 京都 江原 智彦 エハラ トモヒコ
17 東京 上村 俊太郎 カミムラ シュンタロウ 81 京都 岡⽥ 昌弘 オカダ マサヒロ
18 東京 朝倉 峰之 アサクラ ミネユキ 82 京都 鈴⽊ 直哉 スズキ ナオヤ
19 東京 松⽥ 健司 マツダ ケンジ 83 京都 道券 孝之 ドウケン タカユキ
20 東京 岡崎 智也 オカザキ トモヤ 84 京都 ⼟肥 康⼈ ドヒ ヤスヒト
21 東京(TPA) 宮本 琉成 ミヤモト リュウセイ 85 京都 野崎 皓太 ノザキ コウタ
22 神奈川(KPBA) 鈴⽊ 和哉 スズキ カズヤ 86 京都 林 圭樹 ハヤシ ケイジュ
23 神奈川 時⼭ 好三 トキヤマ ヨシミ 87 京都 平野 佑樹 ヒラノ ユウキ
24 神奈川 時⼭ 敬⼦ トキヤマ ケイコ 88 京都 森 直⼈ モリ ナオヒト
25 神奈川 チェ リンヨン チェ リンヨン 89 ⼤阪 冨繁 学 トミシゲ マナブ
26 神奈川(KPBA) 佐藤 慎治 サトウ シンジ 90 ⼤阪 新庄 崇 シンジョウ タカシ
27 ⻑野(NPBA) 吉川 涼平 ヨシカワ リョウヘイ 91 ⼤阪 シェン チャオユン シェン チャオユン
28 ⼭梨 ⼩澤 弘 オザワ ヒロシ 92 ⼤阪 新免 和真 シンメン カズマサ
29 ⼭梨 ⽊下 圭⼀ キノシタ ケイイチ 93 ⼤阪 盆出 晋⼀ ボンデ シンイチ
30 静岡 岩瀬 真吾 イワセ シンゴ 94 ⼤阪 澤 裕嗣 サワ ヒロツグ
31 静岡 村⼭ 航 ムラヤマ ワタル 95 ⼤阪 新居 健太 ニイ ケンタ
32 静岡 ⾓⾕ 友次 カクヤ トモツグ 96 ⼤阪 ⾺場 耕⼀ ババ コウイチ
33 静岡 帯⾦ 伸⾏ オビカネ ノブユキ 97 ⼤阪 佐久間 貴敏 サクマ タカトシ
34 静岡 林 ⼤介 ハヤシ ダイスケ 98 ⼤阪 平井 俊樹 ヒライ トシキ
35 静岡 久保 浩康 クボ ヒロヤス 99 ⼤阪 神⽥ 佳明 カンダ ヨシアキ
36 静岡 ⼭川 裕哉 ヤマカワ ヒロヤ 100 ⼤阪 紺⽥ 益寛 コンダ マスヒロ
37 静岡 佐藤 寛⼰ サトウ ヒロキ 101 ⼤阪 ⼤橋 正仁 オオハシ マサヒト
38 愛知 佐々⽊ 清繁 ササキ キヨシゲ 102 ⼤阪 川島 正 カワシマ タダシ
39 愛知 篠⽥ 仁 シノダ ヒトシ 103 ⼤阪 浮本 拓 ウキモト タク
40 愛知 中野 ⼤志 ナカノ タイシ 104 ⼤阪 中井 朋義 ナカイ トモヨシ
41 愛知 グエン アイン グエン アイン 105 ⼤阪 荒松 良次 アラマツ リョウジ
42 愛知 ⾓⾕ 正徳 スミヤ マサノリ 106 奈良(NRC) 岡⽥ 貴史 オカダ アツシ
43 愛知 野⼝ 徹平 ノグチ テッペイ 107 和歌⼭ 池永 ⾼志 イケナガ タカシ
44 愛知 野⽥ 陽児 ノダ ヨウジ 108 和歌⼭ 岩橋 秀展 イワハシ ヒデノリ
45 愛知 ⽝飼 健博 イヌカイ タケヒロ 109 兵庫 原 ⼤祐 ハラ ダイスケ
46 愛知 ⼤町 ⼤志 オオマチ タイシ 110 兵庫 ⼩野 和⽂ オノ カズフミ
47 愛知 吉⽥ 茂伸 ヨシダ シゲノブ 111 兵庫 渡邊 宣寿 ワタナベ ノブトシ
48 愛知 ⽮⽥ 剛 ヤタ ツヨシ 112 兵庫 野中 栄志 ノナカ エイジ
49 愛知 伊藤 浩三 イトウ コウゾウ 113 兵庫 ⿊地 弘泰 クロチ ヒロヤス
50 愛知 ⼤⽥ 真 オオタ シン 114 兵庫 橋本 健司 ハシモト ケンジ
51 愛知 井上 輝彦 イノウエ テルヒコ 115 兵庫 押領司 理 オオリョウジ サトシ
52 愛知 関⼾ 敏之 セキド トシユキ 116 兵庫 藤⽥ 光則 フジタ ミツノリ
53 愛知 ⾼橋 将⼈ タカハシ マサト 117 兵庫 ⽵内 礼仁 タケウチ アヤト
54 愛知 ⽻藤 豊⼤ ハトウ トヨヒロ 118 兵庫 井上 貴善 イノウエ タカヨシ
55 愛知 崎⽥ 勇樹 サキタ ユウキ 119 兵庫 ⽔⽥ 淳⼀ ミズタ ジュンイチ
56 愛知 ⼤⽵ 伸彦 オオタケ ノブヒコ 120 岡⼭ 武部 伸也 タケベ シンヤ
57 愛知 ⽮野 翼 ヤノ ツバサ 121 広島 藤⽥ 航平 フジタ コウヘイ
58 愛知 湯川 秀夫 ユカワ ヒデオ 122 広島 堀 亮太郎 ホリ リョウタロウ
59 愛知 杉浦 忍 スギウラ シノブ 123 ⼭⼝ 広次 徹 ヒロツグ トオル
60 愛知 浜野 義⼀ ハマノ ヨシカズ 124 福岡 柴⽥ 翼 シバタ ツバサ
61 愛知 松⽥ 充史 マツダ アツシ 125 福岡 ⾇本 哲男 マスモト テツオ
62 愛知 森藤 房郁 モリフジ フサカ 126 福岡 新城 安基 シンジョウ ヤストモ
63 愛知 兒島 邦光 コジマ クニミツ 127 ⿅児島(KBC) ⿊岩 ⾏友 クロイワ ユキトモ
64 愛知 吉⽥ 匡広 ヨシダ マサヒロ 128 ⿅児島 井上 良 イノウエ リョウ


