
記録証未提出リスト
※2018年12⽉10⽇（⽉）必着までにご提出いただかない場合は、ハーフ登録・⼀般Cに変更となります。
お名前 フリガナ 都道府県名 お名前 フリガナ 都道府県名

秋⽥ 繁樹 アキタ シゲキ 埼⽟県 仙波 ⿓⽣ センバ リュウセイ 兵庫県

秋⽥ 徳⼤ アキタ トクヒロ ⾼知県 ⽥尾 伸幸 タオ ノブユキ ⾹川県

網⼲ 佳代⼦ アボシ カヨコ 徳島県 ⾼橋 正尚 タカハシ マサナオ 岡⼭県

池⽥ 紀治 イケダ トシハル ⾹川県 武居 泰男 タケイ ヤスオ 兵庫県

池⽥ 秀⽂ イケダ ヒデフミ 福井県 ⾕ 直樹 タニ ナオキ ⾹川県

井出 裕⼆ イデ ユウジ 広島県 ⽟⽊ 和宏 タマキ カズヒロ 兵庫県

伊藤 和磨 イトウ カズマ 奈良県 段原 ⼀志 ダンバラ ヒトシ ⾹川県

今泉 朋⼦ イマイズミ トモコ ⼭形県 塚⽥ 亮介 ツカダ リョウスケ 京都府

岩井 崇志 イワイ タカシ ⾼知県 津下 勝年 ツゲ カツトシ 岡⼭県

岩川 純也 イワカワ ジュンヤ 茨城県 辻澤 伸彦 ツジサワ ノブヒコ 滋賀県

⼤⽯ 有紗 オオイシ アリサ ⾹川県 ⼟屋 和隆 ツチヤ カヅタカ 宮城県

岡崎 和嘉 オカザキ カズヨシ 岡⼭県 ⼟井 裕⼦ ドイ ユウコ ⾹川県

岡野 知明 オカノ トモアキ 兵庫県 徳光 芳⽂ トクミツ ヨシフミ 東京都

奥⽥ 聖瞳 オクダ セイドウ 岡⼭県 中込 ⼤輔 ナカゴミ ダイスケ 東京都

表 順⼀ オモテ ジュンイチ 東京都 中野 啓⼆ ナカノ ケイジ ⾼知県

温 連忠 オン レンチュウ 東京都 中野 隆之 ナカノ タカユキ 東京都

⾹川 英之 カガワ ヒデユキ 愛知県 中野 由理 ナカノ ユリ ⾹川県

⽚岡 泉 カタオカ イズミ 岡⼭県 中⽔ 良 ナカミズ リョウ 茨城県

⾨⽥ 清⿓ カドタ セイリュウ ⾼知県 中村 淳⼀ ナカムラ ジュンイチ 岩⼿県

⾨脇 正 カドワキ タダシ ⾼知県 南雲 ⼤暉 ナグモ ヒロキ 埼⽟県

河合 久美⼦ カワイ クミコ 岡⼭県 名藤 哲也 ナトウ テツヤ ⾹川県

河原 卓也 カワハラ タクヤ 岡⼭県 濱本 ラン ハマモト ラン 東京都

河原 祐⼦ カワハラ ユウコ 東京都 久松 ⼤海 ヒサマツ ヒロミ ⾼知県

河村 吉純 カワムラ ヨシズミ 岡⼭県 平松 孝⽂ ヒラマツ タカフミ 岡⼭県

菊地 謙⼀ キクチ ケンイチ 岐⾩県 藤井 美佐緒 フジイ ミサオ 岡⼭県

久次⽶ 由彦 クジメ ヨシヒコ 徳島県 藤井 隆仁 フジイ リュウト 岡⼭県

久保 勝則 クボ カツノリ ⾼知県 藤岡 チカ フジオカ チカ 滋賀県

後藤 健司 ゴトウ ケンジ ⾹川県 古津 忠雄 フルツ タダオ 兵庫県

⼩原 誠⼀ コハラ セイイチ 岡⼭県 松下 史⽣ マツシタ フミキ 岡⼭県

酒井 彦⾏ サカイ ヒコユキ 愛媛県 松⽥ 純⼀ マツダ ジュンイチ 岡⼭県

坂下 知久 サカシタ トモヒサ 広島県 三上 寛 ミカミ ヒロシ ⾹川県

笹川 裕之 ササガワ ヒロユキ 岡⼭県 南 章⼀ ミナミ ショウイチ ⼤阪府

佐野 範⼀ サノ ノリカズ 岡⼭県 宮﨑 綾⼦ ミヤザキ アヤコ 愛媛県

柴⼭ 和広 シバヤマ カズヒロ ⾹川県 宮本 敦 ミヤモト アツシ 東京都

清⽔ 邦明 シミズ クニアキ 兵庫県 ⽮野 和郎 ヤノ カズロウ ⼤阪府

清⽔ 優 シミズ ユウ 兵庫県 ⼭⼝ ⻁男 ヤマグチ トラオ ⼤阪府

新名 桜 シンミョウ サクラ ⾹川県 ⼭路 ⼤樹 ヤマジ ダイキ 愛媛県

杉本 仁 スギモト ヒトシ 徳島県 ⼭本 邦⼀ ヤマモト クニカズ 岡⼭県

鈴⽊ 信弘 スズキ ノブヒロ ⼤阪府 横⼿ 美男 ヨコテ ヨシオ 徳島県

鈴⽊ 英貴 スズキ ヒデタカ 愛知県 由浦 秀保 ヨシウラ ヒデヤス 兵庫県

関 隆晴 セキ タカハル ⼤分県 ⽶崎 ちひろ ヨネサキ チヒロ 兵庫県


