
Ｎｏ． 名前 出身 No.061 桜井　淳　 四日市市 No.122 田中　治好　 大和郡山市
No.001 奥宮　俊祐 No.062 串上　元彦　 和歌山市 No.123 山口　隆介　 奈良市
No.002 山田　琢也 No.063 川口　和英　 豊橋市 No.124 中根　裕磨 田辺市
No.003 望月　将悟　 静岡市 No.064 渡辺　隆之　 渋谷区 No.125 今村　幸寛　 有田市
No.004 谷本　卓也　 田辺市 No.065 中田　明夫　 神戸市 No.126 竹本　順子　 田辺市
No.005 田中　正博　 大阪市 No.066 田村　憲久　 尼崎市 No.127 小方　茂　 田辺市
No.006 梶　昌弘　 豊島区 No.067 深川　貴子　 大阪市 No.128 北川　武志　 神戸市
No.007 松倉　克之　 相原市 No.068 小守　正修　 田辺市 No.129 丸井　潤　 奈良.河合町
No.008 宮田　恵生　 高松市 No.069 山岡　美夜子　 京田辺市 No.130 竹浪　芳晃　 京都市
No.009 川村　幸夫　 清瀬市 No.070 原田　義成　 茨木市 No.131 平林　和憲　 和歌山市
No.010 廣田　雄　 西尾市 No.071 実本　滋　 田辺市 No.132 立石　仁　 生駒市
No.011 黒瀬　剛　 東近江市 No.072 高橋　恭弘　 大阪市 No.133 森本　美里　 田辺市
No.012 櫻田　寛子　 文京区 No.073 加地　聡美　 和歌山市 No.134 見並　裕介　 三重.王城町
No.013 安田　太郎　 三田市 No.074 花村　千恵　 田辺市 No.135 月見　広幸　 和歌山市
No.014 岡野　博　 田辺市 No.075 木村　雅弘　 門真市 No.136 宮谷　一款　 京都市
No.015 青木　利博　 尼崎市 No.076 今村　智香子　 串本町 No.137 谷本　悠一郎 大阪市
No.016 田島　利佳　 飯能市 No.077 岩本　昭仁　 和歌山市 No.138 石原　昌幸　 神戸市
No.017 近藤　敬一　 朝霞市 No.078 菅野　泰典　 広川町 No.139 濱田　千鶴　 田辺市
No.018 喜多村　亮太　横浜市 No.079 石母田　篤　 仙台市 No.140 巽　哲郎　 和歌山市
No.019 斉藤　兆則　 名古屋市 No.080 丸山　慧　 和歌山市 No.141 加藤　僚真　 四日市市
No.020 甲斐　智樹　 福岡市 No.081 井内　朋博　 加古川市 No.142 壺井　久美子 田辺市
No.021 水町　省二　 北九州市 No.082 田中　淳　 飯山市 No.143 植田　和子　 田辺市
No.022 和田　保　 春日市 No.083 古田　佳祐　 田辺市 No.144 開　稔博　 吹田市
No.023 中川　政寿　 奈良.王寺町 No.084 仁科　寛　 堺市 No.145 荒川　丈人 愛知.吉良町
No.024 檜皮　憲孝　 三木市 No.085 田中　哲朗　 奈良.十津川 No.146 土田　靖久　 田辺市
No.025 馬場　宏　 羽曳野市 No.086 馬渕 太助　 高松市 No.147 木村　聡志　 宝塚市
No.026 玉置　慶輔　 阪南市 No.087 出口　広紀　 西宮市 No.148 宮崎　大輔　 宝塚市
No.027 斉藤　稔裕　 愛知.吉良町 No.088 三ツ股　謙二　 鈴鹿市 No.149 仁科　明子　 堺市
No.028 酒井　丈　 横浜市 No.089 園田　大祐　 四日市市 No.150 田中　敬士　 三重.東員町
No.029 吉村　肇　 松原市 No.090 佐々木　登喜男 西宮市 No.151 長谷川　喜央 豊中市
No.030 小林　泰明　 大阪市 No.091 近江　浩二　 世田谷区 No.152 黒田　大輔　 吹田市
No.031 西埜　祐作　 堺市 No.092 神本　文彦　 大阪市 No.153 前田　進平　 みなべ町
No.032 平林　良則　 三田市 No.093 今村　三喜男　 串本町 No.154 大前　昇平　 みなべ町
No.033 山本　昭宏　 泉南市 No.094 泉田　佳伸　 高松市 No.155 高階　暢子　 高槻市
No.034 平　茂毅　 有田市 No.095 鶴岡　慶宣　 流山市 No.156 大脇　学　 名古屋市
No.035 北村　美枝　 東近江市 No.096 桜井　健二　 宇部市 No.157 田崎　みなみ 四日市市
No.036 西幡　治美　 京都市 No.097 高田　和樹　 大阪市 No.158 堀　容子　 四日市市
No.037 宮崎　崇徳　 鈴鹿市 No.098 田野　晴美　 みなべ町 No.159 櫻井　愛　 四日市市
No.038 前川　郁夫　 上富田町 No.099 梅田　孝　 刈谷市 No.160 出口　弥生　 四日市市
No.039 高田　由一　 白浜町 No.100 前澤　敦　 愛知.吉良 No.161 西谷　浩太郎 大阪市
No.040 二口　和督　 有田市 No.101 春名　敏充　 姫路市 No.162 有竹　祥樹　 四日市市
No.041 引地　隆介　 いわき市 No.102 谷崎　泰平　 大東市 No.163 間宮　美恵子 すさみ町
No.042 宗岡　淳也　 福山市 No.103 芝　伸一　 田辺市 No.164 出石　尚仁　 さぬき市
No.043 林田　史　 大阪市 No.104 松波　浩美　 羽曳野市 No.165 嶋田　修三　 宇治市
No.044 山田　稔子　 八尾市 No.105 鈴木　智人　 さいたま市 No.166 嶋田　まり子　 宇治市
No.045 和久田　好秀　牧之原市 No.106 篠崎　冠　 那覇市 No.167 此上　宗孝　 高松市
No.046 真鍋　典夫　 大阪市 No.107 笹原　まどか　 品川区 No.168 酒井　篤司　 大阪市
No.047 松本　成己　 箕面市 No.108 東　晋平　 美浜町 No.169 豊田　航介　 大阪市
No.048 有竹　毅史　 四日市市 No.109 野中　秀午　 岩出市 No.170 鈴木　健之　 盛岡市
No.049 辻　勇夫　 田辺市 No.110 本間　亜紀　 大阪市 No.171 山本　茂　 豊田市
No.050 中辻　悠貴　 小浜市 No.111 柏木　満　 田辺市 No.172 青田　ヒロシ　 名古屋市
No.051 樋掛　靖佳　 神戸市 No.112 有本　貴志　 田辺市 No.173 杣塲　理英　 丸亀市
No.052 合田　泰明　　 高松市 No.113 中田　章子　 神戸市 No.174 大森　和宏　 姫路市
No.053 高安　一史　 田辺市 No.114 道浦　則之　 上富田町 No.175 本田　順寛　 枚方市
No.054 梶浦　孝之　 芦屋市 No.115 和田　武晴　 和歌山市 No.176 和田　卓也　 宝塚市
No.055 青木　眞美　 杉並区 No.116 尾崎　千代美　 京都.精華町 No.177 大磯　佳代　 すさみ町
No.056 南部　功　 長浜市 No.117 松尾　康生　 岡崎市 No.178 佐藤　豊　 大阪市
No.057 須谷　充　 茨木市 No.118 砥上　千恵子　 福岡市 No.179 稲田　勝浩　 田辺市
No.058 野上　浩一　 津市 No.119 吉田　理江　 京都.精華町 No.180 安保　尚雅　 四日市市
No.059 浦本　雅司　 土岐市 No.120 得田　優　 大阪市 No.181 温　克彦　 三重.御浜町
No.060 安井　一秀　 名古屋市 No.121 丸畑　明彦　 泉大津市 No.182 尾崎　龍樹　 茨木市


