
順位 ｾﾞｯｹﾝ 氏名（漢字） 氏名（カナ） 所属（地区）

高橋 哲 タカハシ サトシ (長岡市)

川上 直之 カワカミ ナオユキ (小千谷市)

松原 民雄 マツバラ タミオ (新潟市)

佐々木 茂 ササキ シゲル (長岡市)

中越 隆英 ナカゴシ タカヒデ (燕市)

笹本 渡 ササモト ワタル (東京都)

下山 知宏 シモヤマ トモヒロ (東京都)

大嶋 太郎 オオシマ タロウ (十日町市)

佐藤 政仁 サトウ マサヒトト (長岡市)

小島 聡 コジマ サトシ (魚沼市)

関口 一幸 セキグチ カズユキ (東京都)

加藤 敏博 カトウ トシヒロ (東京都)

関根 正一 セキネ マサカズ (千葉県)

丸山 康晴 マルヤマ ヤスハル (神奈川県)

桂川 幹直 カツラガワ モトナオ (岐阜県)

市川 善史 イチカワ ヨシブミ (福島県)

中川 敏一 ナカガワ トシカズ (東京都)

棚橋 勉 タナハシ ツトム (長岡市)

長濱 嘉彦 ナガハマ ヨシヒコ (神奈川県)

安沢 昌俊 アンザワ マサトシ (刈羽郡)

小島 俊之 コジマ トシユキ (神奈川県)

大西 克仁 オオニシ ヨシヒト (山形県)

池田 偉佐雄 イケダ イサオ (神奈川県)

山田 行夫 ヤマダ ユキオ (新潟市)

行田 道知 コウダ ミチトモ (長岡市)

水上 宏一郎 ミズカミ コウイチロウ (東京都)

榎本 哲弥 エノモト テツヤ (宮城県)

板谷 啓 イタダニ ヒラク (茨城県)

東村 清暢 ヒガシムラ キヨノブ (埼玉県)
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牛垣 雅志 ウシガキ マサシ (千葉県)

宮島 義隆 ミヤジマ ヨシタカ (見附市)

佐藤 良之 サトウ ヨシユキ (神奈川県)

箱井 昭夫 ハコイ アキオ (東京都)

加藤 裕一郎 カトウ ユウイチロウ (東京都)

大高 淳 オオタカ ジュン (埼玉県)

池田 克己 イケダ カツミ (長岡市)

平賀 仁 ヒラガ ヒトシ (長岡市)

森山 貴幸 モリヤマ タカユキ (千葉県)

畑 秀信 ハタ ヒデノブ (東京都)

阿部 博史 アベ ヒロシ (長岡市)

赤池 貞和 アカイケ サダカズ (上越市)

涌井 元博 ワクイ モトヒロ (新潟市)

篠原 一師 シノハラ ヒトシ (静岡県)

和田 一雄 ワダ カズオ (東京都)

光井 達也 ミツイ タツヤ (東京都)

北原 久夫 キタハラ ヒサオ (長岡市)

前沢 裕之 マエザワ ヒロユキ (見附市)

古田 敏広 コダ トシヒロ (新潟市)

石橋 俊宏 イシバシ トシヒロ (千葉県)

稲月 幸範 イナヅキ ユキノリ (新潟市)

小日向 毅 コヒナタ ツヨシ (宮城県)

鈴木 稔也 スズキ トシヤ (東京都)

中島 隆夫 ナカジマ タカオ (埼玉県)

小池 和人 コイケ カズト (長野県)

池田 陽一 イケダ ヨウイチ (上越市)


