
名前 NAME 出⾝身地 名前 NAME 出⾝身地
⾚赤池ももこ AkaikeMomoko ⼭山梨梨県 相⾺馬京⼦子 SomaKyoko 東京都
芥⽥田恵⼦子 AkutaKeiko 群⾺馬県 相⾺馬瑞恵 SomaMizue 北北海道
荒川圭⼦子 ArakawaKeiko 東京都 ⾼高倉直⼦子 TakakuraNaoko 熊本県
五⼗十嵐嵐みな IgarashiMina 福島県 髙瀬実穂⼦子 TakaseMihoko 神奈奈川県
⽣生熊奈奈央 IkumaNao 静岡県 瀧本潔 TakimotoKiyoshi 神奈奈川県
池内幹之 IkeuchiMasayuki 兵庫県 ⽥田島惠美 TashimaMegumi 福岡県
⽯石⽥田友美 IshidaTomomi 東京都 ⽥田島あい⼦子 TajimaAiko 埼⽟玉県
⽯石鍋秀⼀一 IshinabeHidekazu 東京都 ⽥田中利利幸 TanakaToshiyuki 千葉葉県
⽯石塚惠⼦子 IshizukaKeiko 兵庫県 ⽟玉城久也 TamakiHisaya 沖縄県
泉明美 IzumiAkemi 岡⼭山県 寺⼝口肇 TeraguchiHajime 東京都
今仲菜⽉月 ImanakaNatsuki 埼⽟玉県 冨樫のり⼦子 TogashiNoriko ⼭山形県
⼊入枝かおり IriedaKaori 東京都 冨永真理理 TominagaMari 兵庫県
岩松徹 IwamatsuToru ⻑⾧長崎県 ⼾戸⾕谷⽂文孝 ToyaFumitaka ⻑⾧長野県

岩⾕谷萬千⼦子 IwayaMachiko 茨城県 中島由絵 NakajimaYoshie 神奈奈川県
⼤大井理理沙 OiRisa 東京都 永吉⾹香⾥里里 NagayosiKaori 東京都
⼤大久保美⾥里里 OkuboMisato 栃⽊木県 南雲久美⼦子 NagumoKumiko 北北海道
太⽥田郁⼦子 OtaIkuko 東京都 鳴輪輪紗也加 NaruwaSayaka 広島県
太⽥田絵理理 OtaEri 栃⽊木県 南部さと⼦子 NambuSatoko 東京都
⼤大野きこ OhnoKiko 東京都 新野裕美 NiinoHiromi ⼭山形県
⼩小川悠 OgawaYu 東京都 萩原早苗 HagiwaraSanae 埼⽟玉県
⼩小澤俊六六 OzawaShunroku 東京都 花原淳⼦子 HanaharaJunko ⼤大阪府
⼩小野﨑悦⼦子 OnozakiEtsuko 福島県 林林伸太郎郎 HayashiShintaro 埼⽟玉県
⾯面⽥田恵美⼦子 OmodaEmiko 茨城県 林林葉葉⼦子 HayashiYoko 京都府
垣内真希⼦子 KakiuchiMakiko 兵庫県 原本悠 HaramotoHaruka
加藤晶⼦子 KatoAkiko ⼭山形県 東芳純 HigashiYoshizumi ⿅鹿鹿児島県
加藤久⼦子 KatoHisako 愛知県 福⽥田美菜 FukudaMina 東京都
加藤美智⼦子 KatoMichiko ⼭山形県 布施滋⼦子 FuseShigeko 東京都
加藤みゆき KatoMiyuki 静岡県 船⼭山泉 FunayamaIzumi ⼭山形県
川合翔⼦子 KawaiShoko 静岡県 古庄真理理⼦子 FurushoMariko ⻑⾧長野県
川本賢⼀一 KwamotoKenich 愛知県 古林林玲玲美 FurubayashiRemi 北北海道
如⽉月のら KisaragiNora ⻑⾧長野県 堀尾佐和 HorioSawa ⾼高知県
北北⽥田友美⼦子 KitadaYumiko ⻑⾧長野県 真栄城理理⼦子 MaeshiroRiko 静岡県
北北本晶⼦子 KitamotoShoko ⼤大阪府 前⽥田紀⼦子 MaedaNoriko 兵庫県
吉内史芳⼦子 KichinaiShihoko 福島県 正岡えみ MasaokaEmi 東京都
⽊木村光⾥里里 KimuraHikari 東京都 松⼟土⽂文⼦子 MatsudoFumiko 東京都
久保⽥田道⼦子 KubotaMichiko 北北海道 宮下正孝 Miyashita	  Masataka 新潟県
熊坂じゅん⼦子 KumasakaJunko 東京都 三好敏弘 MiyoshiToshihiro 千葉葉県
倉⽥田義也 KurataYoshinari 東京都 務川めぐみ MukawaMegumi 兵庫県
桑⽥田瑞穂 KuwataMizuho 神奈奈川県 村松明 MuramatsuAkira 愛知県
河⾒見見美佐⼦子 KoumiMisako 東京都 村⼭山七重 MurayamaNanae 群⾺馬県
児⽟玉啓⼦子 KodamaKeiko 東京都 村⼭山美佐緒 MurayamaMisao 東京都
⼩小柳柳祥⼦子 KoyanagiSachiko 東京都 望⽉月彩⼦子 MochizukiAyako 東京都
齋藤武夫 SaitoTakeo 東京都 森⽥田浤⼦子 MoritaHiroko 東京都
坂上明⼦子 SakaueAkiko 新潟県 柳柳⽥田輝⼦子 YanagidaTeruko
櫻井萌⾹香 SakuraiMoka 千葉葉県 ⼭山⼝口あかり YamaguchiAkari ⼭山形県
櫻⽥田祐理理 SakuradaYuri 千葉葉県 ⼭山﨑あゆみ YamasakiAyumi ⾼高知県
佐藤真奈奈美 SatoManami 北北海道 やましたみか YamashitaMika 東京都
佐藤麗麗⼦子 SatoReiko 北北海道 ⼭山⽥田佳代⼦子 YamadaKayoko 新潟県
清⽔水ゆり枝 ShimizuYurie 愛知県 ⼭山⽥田耕平 YamadaKohei 宮城県
⽣生⽔水俊彰 ShozuToshiaki 京都府 ⼭山根⼀一葉葉 YamaneKazuha 千葉葉県
⽩白井かずよ ShiraiKazuyo 兵庫県 楊佳 YangJia 中国
塩飽和⼦子 ShiwakuYasuko 福岡県 吉⽥田さわ⼦子 YoshidaSawako 東京都
須藤光 SutoHikaru ⼭山形県 若若狭陽⼦子 WakasaYouko 神奈奈川県
芹澤光季 SerizawaMitsuki 東京都 和⽊木⽥田葉葉⼦子 WakitaYouko 神奈奈川県
千野真樹⼦子 SennoMakiko 兵庫県 渡邊雅⼦子 WatanabeMasako 北北海道
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