
第5回研修会参加者名簿（５０音順）（男子）

NO ﾌﾘｶﾞﾅ 氏名 NO ﾌﾘｶﾞﾅ 氏名

1 アオキ ヤステル 青木　安輝 21 オクムラ  ヤスノリ 奥村　康徳

2 アベ  ダイスケ 阿部　太輔 22 オノ　カズオ 小野  和男

3 アラキ ヤスユキ 荒木　康之 23 カツヤマ  クニヒコ 勝山　邦彦

4 アンナカ ツカサ 安中　司 24 カトウ 　タツ 加藤　　達

5 イザワ キクオ 伊澤  喜久男 25 カトウ  リキヤ 加藤　力也

6 イシカワ  ツトム 石川　努 26 キクチ ミキオ 菊地　幹夫

7 イノウエ  サトシ 井上　悟志 27 キタハラ  アキシゲ 北原  明重

8 イワサキ シンイチ 岩崎　伸一 28 キムラ  ミチオ 木村　道雄

9 ウエダ  カズナガ 上田　和永 29 クロダ  タカマサ 黒田　隆雅

10 ウエハラ　シンジロウ 上原　真次郎 30 コバヤシ　ケイイチ 小林　慶一

11 ウケイ　テツオ 受井　哲男 31 コバヤシ　ヒトシ 小林　仁

12 ウチノ　ヒデノリ 内野　秀紀 32 サイトウ  シチロウ 齋藤　七郎

13 エハラ シン 江原　真 33 サカイ  マサノブ 酒井　昌伸　

14 エンドウ　タクマ 遠藤　琢磨 34 サカモト  コウジ 坂本　光司

15 オオタキ  ハツアキ 大瀧　初明 35 サクライ　アツシ 櫻井　厚

16 オオヌキ  ダイスケ 大貫　大輔 36 サクライ タケシ 櫻井　武志

17 オオモリ　ユタカ 大森　豊 37 サトウ  ミキオ 佐藤　喜三夫

18 オカベ  ミノル 岡部　実 38 サトウ  ミツトシ 佐藤　充利

19 オカヤス  ケンタロウ 岡安　健太郎 39 サノ  ショウ 佐野　　将

20 オガワ ヤスノブ 小川　恭伸 40 サワイ  ヒトシ 澤井　均
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41 サワコシ  ヒロユキ 澤越　博幸 61 ナカジマ　ヒロノリ 中島　広典

42 シオタ ヨウイチ 塩田　陽一 62 ヌカノブ　ヒデキ 糠信　秀企

43 シモノ ノブテル 下野　修照 63 ヌマタ　シゲアキ 沼田  茂昭

44 シライ　ノブアキ 白井　伸明 64 ハギノ　クニヒロ 萩野　邦宏

45 ジン  ヨウジ 神　羊二 65 ハシラモト　テツヤ 柱本　哲也

46 シンノウ マサテル 神農　雅照 66 ハセガワ　カズトシ 長谷川　和敏

47 スズキ カオル 鈴木　薫 67 フクダ タカシ 福田　隆志

48 スズキ マサヒロ 鈴木　雅弘 68 フジモト マサミツ 藤本　政光

49 タイラ  コウシロウ 平　　 耕志郎 69 フジモリ シゲカズ 藤森　茂和

50 タシロ  タケシ 田代　猛 70 ホンダ  アキヒロ 本田　彰宏

51 タツイ ケンジ 辰井　賢二 71 マツダ　コウヘイ 松田　考平

52 タナカ トオル 田中　徹 72 マツヤマ　ヨシタカ 松山　好孝

53 タマイ  セイジ 玉井　清治 73 マフジ　ケンイチ 眞藤　健一

54 タムラ　コウイチ 田村　康一 74 ミトミ  タク 三富 琢

55 ツリベ  マサヨシ 釣部　雅義 75 ムラカミ　ケイタ 村上　啓太

56 トモヤマ　ケンイチ 巴山　健一 76 ヤスハラ　マサキ 安原　正樹

57 ナガオ  ヒロフミ 長尾　博文 77 ヤナギサワ　ケンジ 柳澤　賢仁

58 ナカガキ ショウタロウ 中垣　正太郎 78 ヤマダ　シゲオ 山田　繁男

59 ナカガワ　タカフミ 中川　貴史 79 ヤマモト  トモキ 山本　知基

60 ナカガワ　ヒロキ 中川　弘規 80 ヨシダ　トシハル 吉田　利治
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