
No. 選手名 No. 選手名 No. 選手名 No. 選手名

1. 浅野　俊之 選手 51. Darryl Siler 選手 1. 安藤　　徹 選手 51. 千馬　　勝 選手

2. 阿部　隆治 選手 52. 千葉　和宏 選手 2. 飯嶋　敏幸 選手 52. 曽山　米保 選手

3. 荒井　　正 選手 53. 辻　　泰邦 選手 3. 飯島　紀夫 選手 53. 高垣　眞一 選手

4. 石黒英二郎 選手 54. 辻永　一彦 選手 4. 井口　政直 選手 54. 髙橋　節夫 選手

5. 石崎　正美 選手 55. 手塚　　泰 選手 5. 石井　行裕 選手 55. 高松　直行 選手

6. 石田　　隆 選手 56. 豊浦　　健 選手 6. 石田　二郎 選手 56. 武山　隆男 選手

7. 石田　正人 選手 57. 中島　隆博 選手 7. 市田　智雄 選手 57. 田中　孝之 選手

8. 岩崎　　毅 選手 58. 中田　英一 選手 8. 稲葉　利雄 選手 58. 田伏　順三 選手

9. 岩村　俊一 選手 59. 長濱　善樹 選手 9. 磐井　功二 選手 59. 辻田　有一 選手

10. 植田　貴博 選手 60. 中山　伸二 選手 10. 宇賀神正敏 選手 60. 綱本　智晴 選手

11. 内海　　毅 選手 61. 西村　宏郁 選手 11. 宇都宮正広 選手 61. 飛沢　義宣 選手

12. 太田　　豊 選手 62. 西脇　昌紀 選手 12. 江越健一郎 選手 62. 内藤　重信 選手

13. 大平　要一 選手 63. 野口幸一郎 選手 13. 江守弘二郞 選手 63. 永瀬　春信 選手

14. 岡本　淳一 選手 64. 長谷川文弘 選手 14. 大川　　聡 選手 64. 中野　輝志 選手

15. 奥瀬　武彦 選手 65. 花井　宏之 選手 15. 扇　　宏一 選手 65. 中場　　勉 選手

16. 小熊　義弘 選手 66. 坂東　砂夫 選手 16. 大谷　　裕 選手 66. 根津　光司 選手

17. 小椋　　剛 選手 67. 平林　　力 選手 17. 大塚　誠一 選手 67. 根本　博充 選手

18. 小嶋　建志 選手 68. 深野　圭一 選手 18. 大沼　健一 選手 68. 野口　　泉 選手

19. 落合　良治 選手 69. HENDREN HARLEY 選手 19. 大見川研二 選手 69. 野沢　栄造 選手

20. 貝谷　和秋 選手 70. 本田　　豊 選手 20. 岡崎　昭夫 選手 70. 野原　勝則 選手

21. 笠原　浩一 選手 71. 前田　康次 選手 21. 奥谷　能庸 選手 71. 塙　　修 選手

22. 片山　直樹 選手 72. 松岡　千尋 選手 22. 小山内　斉 選手 72. 林　　正人 選手

23. 河上　哲史 選手 73. 松木　敏幸 選手 23. 小原　庸孝 選手 73. 原　　隆典 選手

24. 川南由起男 選手 74. 松田　英明 選手 24. 糟谷　　勝 選手 74. 原口　　治 選手

25. 菊谷　　準 選手 75. マツムラ　タカヒサ 選手 25. 金谷　　修 選手 75. 比嘉　氏守 選手

26. 清井　　進 選手 76. 丸本　真志 選手 26. 金田　　浩 選手 76. 平川　広文 選手

27. 京井　　薫 選手 77. 水野　浩二 選手 27. 神谷　　豊 選手 77. 藤居　繁樹 選手

28. 黒田アーサー 選手 78. 溝口　康男 選手 28. 加茂　政生 選手 78. 古野　和孝 選手

29. 小林　恵司 選手 79. 宮下　　剛 選手 29. 仮屋　幸人 選手 79. 細野　嘉昭 選手

30. 小林　弘幸 選手 80. 村上　　隆 選手 30. 北川　一幸 選手 80. 前新　秀雅 選手

31. 斉藤　昌彦 選手 81. 杢保　雅俊 選手 31. 窪島　喜徳 選手 81. 前田　　武 選手

32. 斎藤　有作 選手 82. 望月　義宣 選手 32. 紅林　英之 選手 82. 桝　　充弘 選手

33. 佐藤　好晃 選手 83. 森　　孝夫 選手 33. 黒畑　幸作 選手 83. 枡田　富彦 選手

34. 真田　純次 選手 84. 森川　勇治 選手 34. 小池　淳介 選手 84. 松本　信幸 選手

35. 鮫島　義忠 選手 85. 森本　圭也 選手 35. 児島　道浩 選手 85. 松本　　博 選手

36. 渋谷晃次郎 選手 86. 矢口　　淳 選手 36. 小西　一男 選手 86. 丸山　明夫 選手

37. 清水　智幸 選手 87. 柳下　慶三 選手 37. 駒嶺　　修 選手 87. 水上　和彦 選手

38. 清水　基幸 選手 88. 山口　和彦 選手 38. 斉藤　和良 選手 88. 道林　幸一 選手

39. 白川　　工 選手 89. 山中　徹治 選手 39. 斎藤　政彦 選手 89. 南川　義弘 選手

40. 末廣　勝正 選手 90. 山本　裕正 選手 40. 佐久間　忍 選手 90. 見原　利次 選手

41. 杉本　雅彦 選手 91. 横尾　信也 選手 41. 桜井　　昇 選手 91. 森　　寿雄 選手

42. 鈴木　賢二 選手 92. 横谷　泰弘 選手 42. 佐藤　晃一 選手 92. 山本　聖哉 選手

43. 鈴木　信義 選手 93. 吉田　茂樹 選手 43. 佐藤　信男 選手 93. 吉野　邦義 選手

44. 鈴木善太郎 選手 94. 依田　　隆 選手 44. 佐藤　　学 選手 94. 米田　政文 選手

45. 鈴木　正幸 選手 95. 我妻　孝勇 選手 45. 三瓶　博康 選手 95. 渡邉　富之 選手

46. 須永　剛実 選手 96. 渡部　公久 選手 46. 残間　和博 選手 96. 渡辺　　仁 選手

47. 関根　武実 選手 47. 下河　利史 選手

48. 大黒　賢一 選手 48. 神  　修 選手

49. 高谷　隆一 選手 49. 鈴木　眞吾 選手

50. 高橋　耕輔 選手 50. 関口　　力 選手
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