
駐⾞券当選参加者⼀覧
フリガナ お名前（都道府県） フリガナ お名前（都道府県） フリガナ お名前（都道府県）

ﾔ⾏
ﾔｵ ﾉﾘﾋｺ ⼋尾 典彦（⾹川県）

ﾔｷﾞ ｴﾐｺ ⼋⽊ 恵美⼦（徳島県）

ﾔｷﾞ ｶｽﾞﾐ ⼋⽊ 和美（徳島県）

ﾔｷﾞ ｹﾝｽｹ ⼋⽊ 憲典（岡⼭県）

ﾔｷﾞ ﾄﾐｶｽﾞ ⼋⽊ 富⼀（愛知県）

ﾔｷﾞ ﾋﾃﾞｷ ⼋⽊ 英樹（京都府）

ﾔｷﾞ ﾏｻﾄｼ ⼋⽊ 正俊（⼤阪府）

ﾔｸｼｼﾞ ﾀｶｱｷ 薬師寺 ⾼明（岡⼭県）

ﾔｸｼｼﾞ ﾖｼﾉﾘ 薬師寺 佳則（岡⼭県）

ﾔｻﾞﾜ ﾏｺﾄ ⽮澤 誠（埼⽟県）

ﾔｼﾏ ｶｽﾞﾕｷ ⼋嶋 和幸（⾹川県）

ﾔｼﾞﾏ ﾉﾘﾋｻ ⽮島 慎久（群⾺県）

ﾔｽｵｶ ﾄｼﾕｷ 安岡 利幸（兵庫県）

ﾔｽﾀﾞ ｶｽﾞﾖ 保⽥ 和代（福岡県）

ﾔｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 安⽥ 淳⼦（⼤阪府）

ﾔｽﾀﾞ ｾｲｼﾞ 安⽥ 誠治（⾹川県）

ﾔｽﾀﾞ ﾏｻﾐ 安⽥ 雅美（徳島県）

ﾔｽﾄﾐ ｱﾂｼ 安富 敦史（⾹川県）

ﾔｽﾊﾗ ｸﾆﾊﾙ 安原 邦治（徳島県）

ﾔｽﾊﾗ ﾖｼｺ 安原 喜⼦（徳島県）

ﾔｽﾓﾄ ﾐﾂﾉﾘ 安本 光徳（⼭⼝県）

ﾔｿ ｱﾕﾑ ⽮三 歩（⾹川県）

ﾔﾀﾞ ｻｵﾘ ⽮⽥ 紗織（⾹川県）

ﾔﾀ ﾏｻﾔ ⽮⽥ 雅也（⾹川県）

ﾔﾄｳ ﾕｳｼﾞ ⽮藤 裕⼆（徳島県）

ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｱｷｴ 柳⽥ 暁恵（岡⼭県）

ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ﾄｵﾙ 柳本 徹（⼤阪府）

ﾔﾅｾ ﾅﾂﾐ 柳瀬 なつみ（⾹川県）

ﾔﾅｾ ﾏｻｼ 柳瀬 政司（愛媛県）

ﾔﾉ ｱｷﾗ 箭野 輝（⾼知県）

ﾔﾉ ｱﾂｼ ⽮野 篤史（⾹川県）

ﾔﾉ ｶﾂｼﾞ ⽮野 勝治（徳島県）

ﾔﾉ ｻﾀﾞﾋﾛ ⽮野 禎浩（⾹川県）

ﾔﾉ ｼﾞｭﾝ ⽮野 潤（愛媛県）

ﾔﾉ ｼﾝｲﾁ ⽮野 真⼀（徳島県）

ﾔﾉ ｼﾝﾍﾟｲ ⽮野 晋平（⾼知県）

ﾔﾉ ｼﾝﾔ ⽮野 真也（福岡県）

ﾔﾉ ﾀﾀﾞﾋﾛ ⽮野 忠弘（愛媛県）

ﾔﾉ ﾄﾓｷ ⽮野 友基（岡⼭県）

ﾔﾉ ﾋﾛｶｽﾞ ⽮野 博和（⾹川県）

ﾔﾉ ﾘｭｳｼﾞ ⽮野 隆治（⾹川県）

ﾔﾊﾀ ｹﾝｲﾁﾛｳ ⼋幡 謙⼀郎（徳島県）

ﾔﾊﾀ ﾀﾃｼ ⼋幡 建志（徳島県）

ﾔﾌﾞ ﾖｼﾀｶ 藪 徳隆（愛媛県）

ﾔﾌﾞｳﾁ ﾋﾛﾕｷ 藪内 廣之（⾹川県）

ﾔﾌﾞﾅｶ ﾋｶﾙ 藪中 輝（兵庫県）

ﾔﾍﾞ ｻﾄﾙ ⽮部 悟（兵庫県）

ﾔﾍﾞ ﾕｳｽｹ ⽮部 祐輔（岡⼭県）

ﾔﾏｳｴ ﾀｶｼ ⼭上 貴司（徳島県）

ﾔﾏｳｴ ﾄｼﾋｺ ⼭上 俊彦（徳島県）

ﾔﾏｳﾁ ｴｲｼﾞ ⼭内 英司（⾹川県）

ﾔﾏｳﾁ ﾄｼﾌﾐ ⼭内 俊史（愛媛県）

ﾔﾏｳﾁ ﾐﾂﾙ ⼭内 満（⼤阪府）

ﾔﾏｳﾁ ﾖｳｼﾞ ⼭内 庸詞（⾹川県）

ﾔﾏｵｶ ﾅｵﾄ ⼭岡 直⼈（⾼知県）

ﾔﾏｵｶ ﾏｻｼ ⼭岡 正⼠（⾹川県）

ﾔﾏｶﾞﾐ ｼｹﾞﾙ ⼭神 繁（⾹川県）

ﾔﾏｶﾞﾐ ﾀﾀﾞｼ ⼭神 忠（⾹川県）

ﾔﾏｶﾜ ｹｲｽｹ ⼭川 敬介（岡⼭県）

ﾔﾏｶﾜ ﾊﾙﾐ ⼭川 はるみ（徳島県）

ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ ⼭⼝ 宏⼆（⾹川県）

ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ ⼭⼝ 功⼆（⾹川県）

ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭﾝｲﾁ ⼭⼝ 俊⼀（⾹川県）

ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝｼﾞ ⼭⼝ 眞⼆（愛媛県）

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂｼﾞ ⼭⼝ 達治（⾹川県）

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｵﾙ ⼭⼝ 徹（⼤阪府）

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵﾄｼ ⼭⼝ 直敏（⼤阪府）

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵﾔ ⼭⼝ 直也（⾹川県）

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｺ ⼭⼝ 秀⼦（徳島県）

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｼ ⼭⼝ 拡志（⿃取県）

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾕﾐ ⼭⼝ 真由美（徳島県）

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｺ ⼭⼝ 優⼦（兵庫県）

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼｼﾞ ⼭⼝ 義⼆（兵庫県）

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｭｳｼﾞ ⼭⼝ ⿓次（兵庫県）

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾛｸ ⼭⼝ 陸（⾹川県）

ﾔﾏｻｶ ﾘｮｳﾍｲ ⼭坂 良平（島根県）

ﾔﾏｻｷ ｵｻﾑ ⼭崎 修（岡⼭県）

ﾔﾏｻｷ ｷﾐｺ ⼭﨑 公⼦（岡⼭県）

ﾔﾏｻｷ ｷﾖﾄ ⼭崎 清⼈（⾼知県）

ﾔﾏｻｷ ｼｮｳｼﾞ ⼭崎 昭治（⼤阪府）

ﾔﾏｻｷ ﾀｲｽｹ ⼭崎 泰佐（⾼知県）

ﾔﾏｻｷ ﾀｸﾐ ⼭崎 巧（⾹川県）

ﾔﾏｻｷ ﾀｹﾏﾙ ⼭崎 ⽵丸（⾼知県）

ﾔﾏｻｷ ﾃﾂｵ ⼭崎 哲⽣（⾹川県）

ﾔﾏｻｷ ﾉﾌﾞﾋﾛ ⼭崎 展宏（⾹川県）

ﾔﾏｻｷ ﾋﾛﾅｵ ⼭﨑 博直（⾹川県）

ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾕｷ ⼭崎 真之（広島県）

ﾔﾏｻｷ ﾖｼｶｽﾞ ⼭﨑 義和（岡⼭県）

ﾔﾏｼﾞ ｱｷｺ ⼭地 昭⼦（⾹川県）

ﾔﾏｼﾞ ｱｷﾋﾛ ⼭地 章弘（⾹川県）

ﾔﾏｼﾞ ｶｵﾘ ⼭地 加織（⾹川県）

ﾔﾏｼﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ ⼭路 伸⼀郎（⼤阪府）

ﾔﾏｼﾞ ﾀﾞｲｷ ⼭路 ⼤樹（愛媛県）

ﾔﾏｼﾞ ﾋﾃﾞｷ ⼭地 英幹（⾹川県）

ﾔﾏｼﾞ ﾏｻﾕｷ ⼭地 政幸（⾹川県）

ﾔﾏｼﾞ ﾖｼｷ ⼭地 芳樹（⾹川県）

ﾔﾏｼﾀ ｱｷｺ ⼭下 亜紀⼦（⾹川県）

ﾔﾏｼﾀ ｱｷﾋｺ ⼭下 晃彦（愛媛県）

ﾔﾏｼﾀ ｲﾁﾛｳ ⼭下 ⼀郎（⾹川県）

ﾔﾏｼﾀ ｲﾁﾛｳ ⼭下 伊知郎（⾹川県）

ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾋｻ ⼭下 和久（兵庫県）

ﾔﾏｼﾀ ｶﾂｽｹ ⼭下 勝督（⾹川県）

ﾔﾏｼﾀ ｶﾖｺ ⼭下 賀容⼦（⾹川県）

ﾔﾏｼﾀ ｹｲｼﾞ ⼭下 敬⼆（岡⼭県）

ﾔﾏｼﾀ ｺｳｲﾁ ⼭下 幸⼀（⾹川県）

ﾔﾏｼﾀ ｻﾄｼ ⼭下 聡（東京都）

ﾔﾏｼﾀ ｼｭｳｲﾁ ⼭下 修⼀（徳島県）

ﾔﾏｼﾀ ﾀｶﾋﾛ ⼭下 貴博（⾹川県）

ﾔﾏｼﾀ ﾀｶﾕｷ ⼭下 敬之（⾹川県）



駐⾞券当選参加者⼀覧
フリガナ お名前（都道府県） フリガナ お名前（都道府県） フリガナ お名前（都道府県）
ﾔﾏｼﾀ ﾀﾆｼﾞ ⼭下 ⾕治（⾹川県）

ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾋﾃﾞ ⼭下 朋秀（⾹川県）

ﾔﾏｼﾀ ﾉﾌﾞﾖ ⼭下 信代（⼤阪府）

ﾔﾏｼﾀ ﾋﾄｼ ⼭下 ⼈史（⾹川県）

ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾉﾌﾞ ⼭下 ⼤伸（⾹川県）

ﾔﾏｼﾀ ﾏｷ ⼭下 真季（⾹川県）

ﾔﾏｼﾀ ﾓﾄﾕｷ ⼭下 元⾏（愛媛県）

ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｲﾁ ⼭下 優⼀（岡⼭県）

ﾔﾏｼﾀ ﾕﾘ ⼭下 友⾥（⾹川県）

ﾔﾏｼﾀ ﾘｭｳｲﾁ ⼭下 ⻯⼀（⾹川県）

ﾔﾏｼﾀ ﾚｲｼﾞ ⼭下 礼司（兵庫県）

ﾔﾏｼﾅ ｹﾝｲﾁ ⼭科 健⼀（東京都）

ﾔﾏｼﾛ ﾀｶｼ ⼭城 孝司（⾹川県）

ﾔﾏｼﾛ ﾅｵﾔ ⼭城 直也（愛媛県）

ﾔﾏｽｶﾞﾀ ｽｽﾑ ⼭姿 進（徳島県）

ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｽｹ ⼭⽥ 啓介（徳島県）

ﾔﾏﾀﾞ ｼﾎ ⼭⽥ 志保（⾹川県）

ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ ⼭⽥ 利洋（⾹川県）

ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾔﾃ ⼭⽥ 颯（⾹川県）

ﾔﾏﾀﾞ ﾋｻｵ ⼭⽥ 久男（愛媛県）

ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ ⼭⽥ 浩（兵庫県）

ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｼ ⼭⽥ 正志（愛媛県）

ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾂﾉﾘ ⼭⽥ 光範（⾹川県）

ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｼﾞ ⼭⽥ 裕司（神奈川県）

ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾀ ⼭⽥ 亮太（愛知県）

ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ ⼭⽥ 涼平（宮城県）

ﾔﾏﾄ ｺｳｼﾞ ⼤和 康⼆（徳島県）

ﾔﾏﾄ ｻﾄｼ ⼭⼾ 聡史（⾹川県）

ﾔﾏﾅｶ ｱｷﾋﾛ ⼭中 章弘（⾹川県）

ﾔﾏﾅｶ ｶﾂﾄｼ ⼭中 克利（⾹川県）

ﾔﾏﾅｶ ｹﾝｼﾞ ⼭中 研⼆（愛媛県）

ﾔﾏﾅｶ ﾋｶﾙ ⼭中 光（⾼知県）

ﾔﾏﾅｶ ﾋﾛﾐﾁ ⼭中 弘道（⾼知県）

ﾔﾏﾆｼ ｷﾐﾖ ⼭⻄ 貴美与（徳島県）

ﾔﾏﾆｼ ﾀﾞｲｽｹ ⼭⻄ ⼤介（⾹川県）

ﾔﾏﾈ ｶｽﾞｺ ⼭根 和⼦（⾹川県）

ﾔﾏﾋﾗ ｶｽﾞﾔ ⼭平 和也（徳島県）

ﾔﾏﾐﾂ ｺｳﾀ ⼭光 康太（⾹川県）

ﾔﾏﾐﾂ ﾏｽﾐ ⼭光 万純（⾹川県）

ﾔﾏﾓﾄ ｴｲｺ ⼭本 栄⼦（⾹川県）

ﾔﾏﾓﾄ ｴｲｼﾞ ⼭本 英⼆（⾹川県）

ﾔﾏﾓﾄ ｶﾂﾔ ⼭本 勝也（岡⼭県）

ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅｺ ⼭本 加奈⼦（徳島県）

ﾔﾏﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ ⼭本 恭平（⾹川県）

ﾔﾏﾓﾄ ｸﾆﾊﾙ ⼭本 邦治（岡⼭県）

ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾞ ⼭本 賢治（⾹川県）

ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾔ ⼭本 拳也（⾹川県）

ﾔﾏﾓﾄ ｺﾞｳ ⼭本 豪（⾹川県）

ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ ⼭本 孝児（徳島県）

ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｿﾞｳ ⼭本 幸三（⼤阪府）

ﾔﾏﾓﾄ ｻｵﾘ ⼭本 沙織（⾹川県）

ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ ⼭本 順⼀（徳島県）

ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀ ⼭本 翔⼤（⾹川県）

ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｺﾞ ⼭本 真吾（⾹川県）

ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｼﾞ ⼭本 真司（愛媛県）

ﾔﾏﾓﾄ ｽｽﾞｺ ⼭本 鈴⼦（⾹川県）

ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ ⼭本 崇（⾹川県）

ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ ⼭本 ⾼史（⾹川県）

ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸｼ ⼭本 卓史（岡⼭県）

ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾔ ⼭本 卓弥（愛媛県）

ﾔﾏﾓﾄ ﾃｲｼﾞ ⼭本 禎司（⾼知県）

ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂｼﾞ ⼭本 哲治（徳島県）

ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂﾔ ⼭本 鉄也（広島県）

ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾌﾞｱｷ ⼭本 伸明（⾹川県）

ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾎﾞﾙ ⼭本 登（⾹川県）

ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾘﾂｸﾞ ⼭本 規嗣（徳島県）

ﾔﾏﾓﾄ ﾋｻﾉﾘ ⼭本 尚則（⼤阪府）

ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｵ ⼭本 広夫（徳島県）

ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｺ ⼭本 裕⼦（兵庫県）

ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾐ ⼭本 博美（兵庫県）

ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾐ ⼭本 ひろみ（⾹川県）

ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ ⼭本 博之（広島県）

ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ ⼭本 浩之（岡⼭県）

ﾔﾏﾓﾄ ﾏｺﾄ ⼭本 誠（愛媛県）

ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾕｷ ⼭本 深由紀（⼤阪府）

ﾔﾏﾓﾄ ﾑﾂ ⼭本 睦（⾹川県）

ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾔ ⼭本 裕也（北海道）

ﾔﾏﾓﾄ ﾕｶ ⼭本 有⾹（⼤阪府）

ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷｵ ⼭本 幸⽣（兵庫県）

ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾉﾘ ⼭本 幸法（⾹川県）

ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾘ ⼭本 優⾥（⾹川県）

ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾘｺ ⼭本 ゆり⼦（⾹川県）

ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾘｺ ⼭本 由利⼦（⾹川県）

ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼｶｽﾞ ⼭本 佳和（⾼知県）

ﾔﾏﾓﾄ ﾙﾐ ⼭本 留美（⾹川県）

ﾔﾏﾜｷ ﾉﾌﾞﾋﾛ ⼭脇 伸浩（徳島県）

ﾔﾝｸｩﾙﾜｰ ｴﾐｶｰ ヤンクゥルワー エミカ

ﾕ⾏
ﾕｱｻ ｱｷﾉﾘ 湯浅 晃則（⾹川県）

ﾕｱｻ ｱｹﾐ 湯浅 朱美（⾹川県）

ﾕｱｻ ｾｲｼﾞ 湯浅 成司（⾹川県）

ﾕｱｻ ﾐﾁﾖ 湯浅 美智代（徳島県）

ﾕｱｻ ﾔｽｼ 湯浅 泰志（徳島県）

ﾕｳｷ ﾅｵﾔ 結城 直哉（徳島県）

ﾕｷﾅﾘ ｹﾝ ⾏成 健（⾹川県）

ﾕｹﾞ ｹﾝｺﾞ ⼸削 健吾（⾹川県）

ﾕﾉ ｹｲｽｹ 湯野 恵輔（⾹川県）

ﾕﾐｷ ｶｽﾞﾕｷ ⼸⽊ 和幸（⾹川県）

ﾕﾐﾅﾓﾁ ﾀｶｼ ⼸納持 隆志（⾹川県）

ﾖ⾏
ﾖｺｲ ｼﾝｲﾁ 横井 真⼀（⾹川県）

ﾖｺｲ ﾀﾞｲｽｹ 横井 ⼤介（⾹川県）

ﾖｺｵ ﾀﾂﾛｳ 横尾 達郎（三重県）

ﾖｺｵ ﾋﾛﾄﾐ 横尾 博⾂（兵庫県）

ﾖｺｾ ｼｮｳｷ 横瀬 翔輝（徳島県）

ﾖｺﾀ ﾀｶﾕｷ 横⽥ 貴之（⾹川県）

ﾖｺﾀ ﾀﾀﾞｱｷ 横⽥ 忠明（⾼知県）

ﾖｺﾀ ﾅｵｷ 横⽥ 直樹（⾹川県）

ﾖｺﾀ ﾋﾛｼ 横⽥ 裕⼠（⾹川県）

ﾖｺﾔﾏ ｺｳｼﾞ 横⼭ 光治（⾼知県）



駐⾞券当選参加者⼀覧
フリガナ お名前（都道府県） フリガナ お名前（都道府県） フリガナ お名前（都道府県）
ﾖｺﾔﾏ ﾀﾞｲｻｸ 横⼭ ⼤作（岡⼭県）

ﾖｺﾔﾏ ﾀｶﾄｼ 横⼭ 隆利（⾹川県）

ﾖｺﾔﾏ ﾀｶﾕｷ 横⼭ 隆之（岡⼭県）

ﾖｺﾔﾏ ﾄｸﾋﾛ 横⼭ 徳弘（⼤阪府）

ﾖｺﾔﾏ ﾅｵｷ 横⼭ 直起（⾹川県）

ﾖｺﾔﾏ ﾏﾅﾌﾞ 横⼭ 学（岡⼭県）

ﾖｺﾔﾏ ﾕｳﾀﾛｳ 横⼭ 佑太郎（⾹川県）

ﾖｺﾔﾏ ﾘｵ 横⼭ 理央（岡⼭県）

ﾖｺﾔﾏ ﾘｮｳｽｹ 横⼭ 諒祐（兵庫県）

ﾖｼ ﾏﾘｴ 吉 ⿇⾥江（⾹川県）

ﾖｼｲ ﾀﾞｲｽｹ 好井 ⼤輔（⾹川県）

ﾖｼｲ ﾋﾛｷ 吉井 広基（岡⼭県）

ﾖｼｵｶ ﾌﾐﾀｶ 吉岡 史隆（⾹川県）

ﾖｼｵｶ ﾕｳﾍｲ 吉岡 裕平（⾹川県）

ﾖｼｵｶ ﾖｼﾋﾄ 吉岡 義⼈（⾹川県）

ﾖｼｶﾞｲ ﾋﾛｷ 吉海 宏喜（岡⼭県）

ﾖｼｶﾜ ｹﾝｲﾁ 吉川 健⼀（徳島県）

ﾖｼｶﾜ ｼﾞｭﾝ 吉川 潤（徳島県）

ﾖｼｶﾜ ﾁｶ 吉川 知加（⾹川県）

ﾖｼｶﾜ ﾉﾘｺ 好川 紀⼦（⾹川県）

ﾖｼｶﾜ ﾊﾙﾅ 吉川 晴菜（⾹川県）

ﾖｼｷ ﾋﾛﾉﾌﾞ 吉⽊ 博信（愛媛県）

ﾖｼﾀﾞ ｵｻﾑ 吉⽥ 修（⾹川県）

ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 吉⽥ 健⼀（兵庫県）

ﾖｼﾀﾞ ﾀｶｼ 吉⽥ 孝（愛媛県）

ﾖｼﾀﾞ ﾀｹｼ 吉⽥ 剛（徳島県）

ﾖｼﾀﾞ ﾀﾂﾔ 吉⽥ 達哉（⾹川県）

ﾖｼﾀﾞ ﾅｵｷ 吉⽥ 直樹（⾹川県）

ﾖｼﾀﾞ ﾅｵﾉﾘ 吉⽥ 直永（⾹川県）

ﾖｼﾀﾞ ﾅﾎ 吉⽥ 奈穂（兵庫県）

ﾖｼﾀﾞ ﾏｺﾄ 吉⽥ 誠（東京都）

ﾖｼﾀﾞ ﾏﾕｺ 吉⽥ 真由⼦（徳島県）

ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ 吉⽥ 有希（⾹川県）

ﾖｼﾀﾞ ﾕｶ 吉⽥ 有⾹（東京都）

ﾖｼﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 吉⽥ 好宏（⾹川県）

ﾖｼﾀﾞ ﾘｴ 吉⽥ 利栄（岡⼭県）

ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳ 吉⽥ 遼（島根県）

ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳﾔ 吉⽥ 凌也（⾹川県）

ﾖｼﾀﾞ ﾜｶﾅ 吉⽥ 和⾹奈（⾹川県）

ﾖｼﾅｶﾞ ﾏｻｵ 吉永 正雄（徳島県）

ﾖｼﾅｶ ﾕｳｼﾞ 吉中 裕治（⾹川県）

ﾖｼﾅﾘ ｱﾂｼ 吉成 篤史（徳島県）

ﾖｼﾉ ｷｮｳﾍｲ 吉野 恭平（和歌⼭県）

ﾖｼﾉ ｼｮｳｲﾁ 芳野 昌⼀（⼤阪府）

ﾖｼﾉ ﾀｶﾌﾐ 吉野 ⾼史（徳島県）

ﾖｼﾉｳﾁ ﾅｵ 芳之内 奈央（愛媛県）

ﾖｼﾐ ﾐﾄﾞﾘ 吉⾒ 緑（徳島県）

ﾖｼﾑﾗ ｺｳｼﾞ 吉村 浩司（岡⼭県）

ﾖｼﾑﾗ ﾀｶｼ 吉村 卓（⾹川県）

ﾖｼﾑﾗ ﾋﾛﾐ 吉村 浩美（徳島県）

ﾖｼﾓﾄ ｱﾕﾐ 吉本 あゆみ（⾼知県）

ﾖｼﾓﾄ ﾄｼｵ 吉本 利夫（⼤阪府）

ﾖｼﾓﾄ ﾄﾓﾋﾛ 吉本 智啓（⼤阪府）

ﾖﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 与⽥ ⼤輔（⾹川県）

ﾖﾀﾞﾜﾗ ﾀｹｼ 世俵 健司（⾹川県）

ﾖﾄﾞ ﾔｽﾉﾘ 淀 靖典（⾹川県）

ﾖﾈｻﾞﾜ ﾅﾂﾐ ⽶澤 夏美（徳島県）

ﾖﾈｻﾞﾜ ﾏｻﾌﾐ ⽶澤 理⽂（徳島県）

ﾖﾈﾀﾞ ｻﾄﾙ ⽶⽥ 智（兵庫県）

ﾖﾈﾀﾆ ﾋﾛﾐ ⽶⾕ 宏美（徳島県）

ﾖﾈﾊﾗ ﾀｹｼ ⽶原 武（徳島県）

ﾖﾘﾐﾂ ﾀｶｼ 依光 隆司（⾼知県）

ﾗ⾏
ﾗﾝﾃﾞｨ ﾋﾛﾄ ランディ ヒロト（岡⼭

ﾜ⾏
ﾜｶｲ ﾄｼﾋｺ 若井 俊彦（徳島県）

ﾜｷｻｶ ﾀｶﾕｷ 脇坂 隆之（岡⼭県）

ﾜｷﾓﾄ ﾋﾛｵ 脇本 裕夫（岡⼭県）

ﾜｼﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 鷲辺 隆宏（⾹川県）

ﾜｼｮ ﾐﾕｷ 和所 美由紀（⼤阪府）

ﾜﾀﾞ ｱｹﾐ 和⽥ 朱実（徳島県）

ﾜﾀﾞ ｴﾂﾖ 和⽥ 悦代（徳島県）

ﾜﾀﾞ ｶﾖｺ 和⽥ 加代⼦（滋賀県）

ﾜﾀﾞ ｹｲｺ 和⽥ 恵⼦（徳島県）

ﾜﾀﾞ ｼｹﾞｷ 和⽥ 繁基（岡⼭県）

ﾜﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 和⽥ 淳平（⾼知県）

ﾜﾀﾞ ｿｳﾍｲ 和⽥ 壮平（徳島県）

ﾜﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 和⽥ ⼤助（徳島県）

ﾜﾀﾞ ﾀｹｼ 和⽥ 武⼠（愛知県）

ﾜﾀﾞ ﾔｽﾐﾁ 和⽥ 裕道（徳島県）

ﾜﾀﾞ ﾕｳﾍｲ 和⽥ 有平（徳島県）

ﾜﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 和⽥ 佳弘（岡⼭県）

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｵﾘ 渡部 ⾹（愛媛県）

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｮｳｺ 渡邉 京⼦（徳島県）

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼﾞ 渡邉 健司（⾹川県）

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｽｹ 渡部 健祐（⾹川県）

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｼﾞ 渡辺 耕治（⾹川県）

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾁｴ 渡邊 幸枝（東京都）

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｺ 渡邉 聡⼦（⾹川県）

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄﾙ 渡辺 聡（⾹川県）

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｲﾁ 渡辺 正⼀（徳島県）

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝﾔ 渡部 真也（徳島県）

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｷ 渡辺 ⼤貴（広島県）

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲﾁ 渡邊 ⼤智（⾹川県）

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁﾄｼ 渡辺 千登司（愛媛県）

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾖｼ 渡邉 剛（徳島県）

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼｷ 渡邊 俊樹（⾹川県）

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵｼ 渡辺 直史（⾼知県）

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾐ 渡邊 菜美（⾹川県）

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾅ 渡部 春菜（⾼知県）

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾌﾐ 渡辺 博⽂（⾹川県）

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 渡部 裕太（⾹川県）

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷﾊﾙ 渡辺 ⾏治（岡⼭県）


