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氏 名 期 選抜通過会場
    

      和田 秀和   決勝大会推薦  準    山崎 行夫    福岡会場      大根谷 愛   決勝大会推薦     山下 貴子    福岡会場

     坂田 重徳   決勝大会推薦     内山 智昭    福岡会場     小林     決勝大会推薦  準    愛甲 恵子    福岡会場

      小林 哲也   決勝大会推薦     北岡 義実    東京会場     望月 理江   決勝大会推薦     鈴木 晶子    東京会場

      入口 光司   決勝大会推薦     斉藤 利久    東京会場      浅田 梨奈    福岡会場     川崎八千代    東京会場

     田形 研吾   決勝大会推薦     川村 直樹    岡山会場     渡辺      福岡会場  準    近藤 文美    岡山会場

     儀閒 義博   決勝大会推薦      岡野 秀幸    岡山会場     川﨑 由意    福岡会場     柴村 尚美    岡山会場

     本田 博照    福岡会場     玉置幸一郎    静岡会場      堂元 美佐    福岡会場     太田 美紀    静岡会場

      川添 奨太    福岡会場      大胡 一平    静岡会場      本間由佳梨    福岡会場     座間 美子    静岡会場

     木村 広人    福岡会場      川口富美恵    福岡会場  
      竹本 圭実    福岡会場         名和  秋    東京会場   
       日置 秀一    福岡会場         板倉奈智美    東京会場   

      津島 悟志    福岡会場        三浦 美里    東京会場   
       渡邉 航明    東京会場         霜出 佳奈    東京会場   
       谷合 貴志    東京会場        吉川 朋絵    東京会場   

       北原 泰輔    東京会場        桑藤 美樹    東京会場   
      新城 一也    東京会場        小池 沙紀    岡山会場   
      鈴木 勇太    東京会場        坂倉  凜    岡山会場   
       田坂 大輔    東京会場         山田  幸    岡山会場   
      山下 陽平    岡山会場        坂倉      岡山会場   
      平山 陽一    岡山会場         松尾 星伽    岡山会場   

       平岡 勇人    岡山会場         宇山 侑花    岡山会場   
      酒井 武雄   岡山会場         佐藤      静岡会場   
       甘糟 翔太    岡山会場        鈴木 亜季    静岡会場   

     水谷 孝敏    岡山会場        松下 聖子    静岡会場   
       山本  勲    静岡会場           船山       静岡会場      

      井口 直之    静岡会場 総合次点 準    石原 章夫    会場         本間 成美    静岡会場 総合次点    石川 祐子    会場    
     工藤 博充    静岡会場                  静岡会場

      堀江 真一    静岡会場   

      松浦 和彦    静岡会場   
       山下 昌吾    静岡会場   
    
    

    
    

    
    
    

    
  

       部門   名
  

       部門  名    

   決勝大会推薦 名             優勝者原田招雄   
   会場総合    上位者 名

  及   会場総合    上位者 名   
  

出場枠
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氏 名 期 選抜会場
  

            
   準    原田 招雄   決勝大会推薦    永   斉藤志乃   静岡会場    
   準    貞松 保行    東京会場          冨岡 雪枝   福岡会場    

   準    斉藤 正典    静岡会場       準    加藤八千代   東京会場    
      山下  豊    福岡会場       永    稲橋 和枝   東京会場    
      平尾  勉    静岡会場          亀井 勝江    岡山会場    

      柴田 英徳    福岡会場          鶴岡  子   東京会場    
   準    半井  清    東京会場         山賀 昭子   東京会場    
      釘本 和幸    東京会場          小須田礼子    東京会場    
      
      
    

    
    
    

    
    

    
    
    
    

    
    
    

    
    

    
    
    

    
    
    
       
  総合次点    坂本      会場    
  

     
総合次点      藤井 信人    会場    

      部門    部門  決勝大会進出者           出 場合      者 出 会場 選手 繰 上 出場     推薦出場及 各会場 次点 居  場合   会場    最上位者 繰 上 出場   


