
2001 青井 春輝 新潟県
2002 青木 進吾 東京都
2003 青木 洋 新潟県
2004 青山 直樹 滋賀県
2005 秋野 利文 新潟県
2006 秋場 貞彦 長野県
2007 浅尾 浩樹 神奈川県
2008 浅野 陽祐 富山県
2009 新井 宏 埼玉県
2010 蟻川 祐樹 群馬県
2011 安沢 昌俊 新潟県
2012 安東 和樹 新潟県
2013 井口 克己 新潟県
2014 池田 一巳 新潟県
2015 池田 敏幸 長野県
2016 池田 昇 埼玉県
2017 井坂 文昭 埼玉県
2018 石川 雅人 滋賀県
2019 石口 紀満 新潟県
2020 石田 一美 岡山県
2021 石田 孝之 新潟県
2022 石森　道哉 埼玉県
2023 市川　正樹 埼玉県
2024 出井 仁 埼玉県
2025 伊野 和公 新潟県
2026 井上 皓史 神奈川県
2027 今井 清隆 新潟県
2028 今田 好則 千葉県
2029 今西 一成 東京都
2030 入住 壽彦 東京都
2031 上野 一十史 新潟県
2032 植松　太郎 東京都
2033 内田 正直 長野県
2034 内山 隆徳 新潟県
2035 梅澤　稔 千葉県
2036 蛯沢 貴直 千葉県
2037 大井 英臣 茨城県
2038 大澤 幸太郎 東京都
2039 大島 健 東京都
2040 大平 啓介 東京都
2041 大塚 成基 和歌山県
2042 大塚 俊勝 新潟県
2043 大野 晃彦 千葉県
2044 大山 昇一郎 神奈川県
2045 岡部 泰一 東京都
2046 小川 淳一郎 東京都
2047 小川 哲也 新潟県
2048 奥田 章彦 新潟県
2049 小倉 正巳 新潟県
2050 小黒 洋樹 新潟県
2051 小坂 岳史 長野県
2052 小野澤 洋二 東京都
2053 尾山 徳秀 新潟県
2054 温　城太郎 新潟県
2055 貝瀬 淳 新潟県
2056 柿沼 友行 千葉県



2057 覚張　正樹 新潟県
2058 笠原 智彦 新潟県
2059 風間 洋一 東京都
2060 かしわざき たかし 千葉県
2061 春日　耀介 新潟県
2062 上江 直樹 埼玉県
2063 上村 勝彦 新潟県
2064 久保田 安行 群馬県
2065 栗澤 誠 東京都
2066 栗原 猛 神奈川県
2067 黒川 大助 東京都
2068 小出 功 長野県
2069 國府田 正雄 東京都
2070 小金澤 康夫 群馬県
2071 越 将俊 長野県
2072 小島 直樹 東京都
2073 古田島 喜義 新潟県
2074 小谷 進平 東京都
2075 後藤 裕之 新潟県
2076 小林 大輔 新潟県
2077 小林 大祐 埼玉県
2078 小山 温史 東京都
2079 近藤 裕二 新潟県
2080 斎藤 良介 千葉県
2081 坂上 修平 神奈川県
2082 坂口 正尚 千葉県
2083 阪本 健太朗 大阪府
2084 左川 倫乙 埼玉県
2085 佐々木 裕之 秋田県
2086 佐々木 勇一 石川県
2087 佐々木 征寿 東京都
2088 佐藤 篤志 東京都
2089 佐藤 直 新潟県
2090 さとう まさき 新潟県
2091 佐藤 祐 山形県
2092 柴田 隆史 東京都
2093 新保 和久 新潟県
2094 神保 貴雄 新潟県
2095 菅谷 誠一郎 茨城県
2096 鈴木　卓 新潟県
2097 鈴木 真人 新潟県
2098 住田 孝史 長野県
2099 関 廣人 東京都
2100 高野 明 新潟県
2101 高橋 雄太 東京都
2102 高橋 渉 新潟県
2103 高村 賢治 神奈川県
2104 高村 純太 新潟県
2105 竹熊 隆 愛知県
2106 竹田 成典 新潟県
2107 竹本 博人 神奈川県
2108 田中 明信 新潟県
2109 田中 康平 東京都
2110 田中　聡 埼玉県
2111 谷口　政彦 埼玉県
2112 田原　覚也 千葉県
2113 堤　健一 群馬県



2114 坪崎 誠司 神奈川県
2115 寺林 晃 愛媛県
2116 東條 真一 新潟県
2117 登坂 匠 新潟県
2118 戸澤 佳祐 東京都
2119 戸沢 怜 新潟県
2120 戸嶋 俊司 新潟県
2121 鳥羽 克治 東京都
2122 富井 博 群馬県
2123 外谷 真介 新潟県
2124 中川 誠 新潟県
2125 中島 健二 新潟県
2126 中嶋 良一 長野県
2127 永野 俊夫 新潟県
2128 中俣 国男 新潟県
2129 中村 浩一 千葉県
2130 中村 康一 千葉県
2131 南雲 寛樹 群馬県
2132 西方 太地 新潟県
2133 西山 英一 群馬県
2134 沼澤 貴典 山形県
2135 能川 博司 東京都
2136 野沢 英信 千葉県
2137 長谷川 博一 東京都
2138 長谷川 裕 新潟県
2139 波多野　孝明 新潟県
2140 林 泰之 長野県
2141 檜森 哲 東京都
2142 平賀 貴行 新潟県
2143 平賀 仁 新潟県
2144 広田 直也 新潟県
2145 福田 栄 千葉県
2146 藤岡 健 千葉県
2147 藤田 貴志 埼玉県
2148 古木 康雄 富山県
2149 降矢 信彦 神奈川県
2150 保坂　吉彦 新潟県
2151 保科 順一 埼玉県
2152 星野 一貴 新潟県
2153 星野　隆成 新潟県
2154 堀口 徳治 群馬県
2155 前沢 孝夫 東京都
2156 前田 雅彦 埼玉県
2157 松田 慎司 埼玉県
2158 松田 雄二 埼玉県
2159 松永 寛之 東京都
2160 水越　友洋 東京都
2161 宮川 鉄也 長野県
2162 宮本 智行 東京都
2163 村上 巧 東京都
2164 村山 直也 長野県
2165 森岡 光夫 神奈川県
2166 森田 浩之 神奈川県
2167 矢原 アトム 神奈川県
2168 山形 優一 埼玉県
2169 山口 眞弘 群馬県
2170 山口 勇三 新潟県



2171 山下 博人 東京都
2172 結城 友和 新潟県
2173 横川 大悟 埼玉県
2174 米倉　直志 新潟県
2175 米山 幸治 新潟県
2176 若山　吏 埼玉県
2177 渡邉　勝利 埼玉県
2178 渡部 健 千葉県
2179 渡邉 幸彦 新潟県
2180 依岡 聡
2181 塚越 亮一
2182 鈴木 慶
2183 清水 道雄
2184 日下部 淳
2185 渡邊　淳 神奈川県
2186 林 比呂樹 埼玉県
2187 高橋　達夫 東京都
2188 中橋　秀和 東京都
2189 小野　孝之 神奈川県
2190 本田　ヒカル 東京都


