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青木	絵理 あおき	えり Aoki	Eri

青柳	磨央 あおやぎ	まお Aoyagi	Mao

阿部	克志 あべ	かつし Abe	Katushi

飯島	まり子 いいじま	まりこ Iijima	Mariko

池内	通子 いけうち	みちこ Ikeuchi	Michiko

井澤	昇 いさわ	のぼる Isawa	Noboru

磯上	尚江 いそがみ	ひさえ Isogami	Hisae

市川	絢菜 いちかわ	あやな Ichikawa	Ayana

市川	哲男 いちかわ	てつお Ichikawa	Tetsuo

伊東	柾孝 いとう	まさたか Ito	Masataka

今関	靖将 いませき	やすまさ Imaseki	Yasumasa

植田	俊子 うえだ	としこ Ueda	Toshiko

植野	智子 うえの	ともこ Ueno	Tomoko

上原	有美子 うえはら	ゆみこ Uehara	Yumiko

円戸	智 えんど	とも Endo	Tomo

大石	照美 おおいし	てるみ Oishi	Terumi

大久	保春霞 おおくぼ	しゅんか Okubo	Shunka

小澤	潔 おざわ	きよし Ozawa	Kiyoshi

小野寺	唯 おのでら	ゆい Onodera	Yui

笠井	順子 かさい	じゅんこ Kasai	Junko

加納	シゲヒロ かのう	しげひろ Kano	Shigehiro

鎌田	隆行 かまだ	たかゆき Kamada	Takayuki

神岡	泉 かみおか	いずみ Kamioka	Izumi

神山	寛貴 かみやま	ひろき Kamiyama	Hiroki

関　棋元 かん　きげん Guan	Giyuan

漢	嘯 かん	しょう Kan	Syou

木内	あかり きうち	あかり Kiuchi	Akari

北澤	正和 きたざわ	まさかず Kitazawa	Masakazu

木村	美咲 きむら	みさき Kimura	Misaki

桑野	千恵子 くわの	ちえこ Kuwano	Chieko

洪	迪 こう	てき Hong	Di

河見	美佐子 こうみ	みさこ Koumi	Misako

神山	千晶 こうやま	ちあき Kouyama	Chiaki

小西	乱土 こにし	らんど Konishi	Lando

佐伯	明美 さいき	あけみ Saiki	Akemi

坂井	敏雄 さかい	としお Sakai	Toshio

佐々岡	秀夫 ささおか	ひでお Sasaoka	Hideo

志摩	利希 しま	としき Shima	Toshiki	

清水	ゆり枝 しみず	ゆりえ Shimizu	Yurie

下井	美智子 しもい	みちこ Shimoi	Michiko
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肖	雪 しょう	せつ Xiao	Xue

鈴木	知子 すずき	ともこ Suzuki	Tomoko

鈴木	宏明 すずき	ひろあき Suzuki	Hiroaki

鈴木	洋子 すずき	ようこ Suzuki	Yoko

須藤	萌子 すどう	ほうこ Sudo	Hoko

戴	飴霏 たい	いふぃ Tai	Yifei

高崎	勝司 たかさき	かつし Takasaki	Katsushi

髙瀨	実穂子 たかせ	みほこ Takase	Mihoko

田中	洋子 たなか	ようこ Tanaka	Yoko

張	輝 ちゃん	ゆい Zhang	Hui

沈	語 ちん	ご Shen	Ru

辻	えりか つじ	えりか Tsuji	Erika

椿	一朗喜昭 つばき	いちろうよしあき Tsubaki	Ichirowyoshiaki

長沢	朝子 ながさわ	あさこ Nagasawa	Asako

中島	麻衣 なかじま	まい Nakajima	Mai

長瀬	哲夫 ながせ	てつお Nagase	Tetsuo

永幡	民子 ながはた	たみこ Nagahata	Tamiko

中村	喜吉 なかむら	きよし Nakamura	Kiyosi

中村	雅子 なかむら	まさこ Nakamura	Masako

西田	麻梨果 にしだ	まりか Nishida	Marika

西松	サチ子 にしまつ	さちこ Nishimatsu	Sachiko

西山	彰 にしやま	あきら Nishiyama	Akira

盧　愛蘭 の　えらん Noe	Aelan

野口	恵子 のぐち	けいこ Noguchi	Keiko

野田	千晴 のだ	ちはる Noda	Chiharu

野津	正昭 のつ	まさあき Notsu	Masaaki

箱守	夏子 はこもり	なつこ Hakomori	Natsuko

原	麻登佳 はら	まどか Hara	Madoka

原田	野乃 はらだ	のの Harada	Nono

疋田	由利子 ひきだ	ゆりこ Hikida	Yuriko

樋口	遥菜 ひぐち	はるな Higuchi	Haruna

フジタ	ユウコ ふじた	ゆうこ Fujita	Yuko

方	秋瑋 ほう	しゅうい Fang	Qinwei

細井	彩花 ほそい	あやか Hosoi	Ayaka

槙	倫子 まき	みちこ Maki	Michiko

松井	康子 まつい	やすこ Matsui	Yasuko

見掛	理之 みかけ	ただゆき Mikake	Tadayuki

村崎	晃	 むらさき	あきら Murasaki	Akira

茂木	秀美 もてぎ	ひでみ Moteki	Hidemi

桃山	三 ももやま	そう Momoyama	Soo
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森	茜 もり	あかね Mori	Akane

安田	正太 やすだ	しょうた Yasuda	Shota

山川	孝子 やまかわ	たかこ Yamakawa	Takako

山口	あかり やまぐち	あかり Yamaguchi	Akari

山口	紗代子 やまぐち	さよこ Yamaguchi	Sayoko

山﨑	忠厚 やまさき	ただあつ Yamasaki	Tadaatsu

山田	渓樹 やまだ	けいじゅ Yamada	Keiju

山田	耕平 やまだ	こうへい Yamada	Kouhei

山本	かつ江 やまもと	かつえ Yamamoto	Katsue

吉浦	眞琴 よしうら	まこと Yoshiura	Makoto

吉松	由梨亜 よしまつ	ゆりあ Yoshimatsu	Yuria

吉元	光生 よしもと	みつお Yoshimoto	Mitsuo

李	若渓 り	じゃくけい Li	Ruoxi

林	楓 りん	ふう Lin	Feng

渡辺	美津代 わたなべ	みつよ Watanabe	Mitsuyo


