
番付 氏　　　吊

横綱(100粒以上)

小山恵子(町田市)、熊沢　誠(東京都)、川端淳司(静岡市清水)、真野　要(静岡市)、 近藤直美(富
士宮市)、近藤幸二(富士宮市)、天野直人(富士宮市)、小山憲一(諏訪市)、大石照義(富士市)、
寺澤保夫(上野の国)、保坂吉皇(身延町)、川原敏夫(上野の国)、原澤英美(上野の国)、宮城功規
(石和中)、 高岡伸五(富士市)、田中奈緒(川崎市)、高田克彦(富士市)、新谷美鶴(三浦市)、大石
宏子(富士市)、 斎藤美幸(東京都)、渡辺里美(静岡市)、渡辺充代(静岡市)、山下兼司(滋賀県)、

大関(80粒以上)
斎藤光江(東京都)、小山裕司(諏訪市)、下条昌彦(上野の国)、 牛島敏博(川崎市)、高田富士代
(富士市)、野村敏郎(神戸市)、天野真澄(富士宮市)、旭　洋平(下部)、牧野ひろ子(静岡市)、 森
春樹(静岡市)、船山祐太(富士市)、藤田敏明(埼玉県)、須田秀司(長坂町)、

関脇(60粒以上)

櫻井奈緒美(静岡市)、、 寺島未果(愛知県)、小林みき(富士宮市)、石井幹人(横浜市)、千葉一夫
(千葉県)、保田順子(横浜市)、椎野五男(秦野市)、 滝沢麻由子(南アルプス市)、長田貴史(富士
市)、深沢稔和(身延町)、 塩原守久(上野の国)、志村　優(昭和町)、今村由衣(昭和町)、坂本憲彦
(三島市)、山口和克(栃木県)、 中澤明日香(下部)、新谷恒人(三浦市)、宮脇公望(都留市)、杉本
正之(大月市)、赤池純一(下部)、 尾崎滋昭(横浜市)、岩松一恵(下部)、吉沢野乃花(埼玉県)、望
月　淳(新宿区)、庄田みお子(立川市)、 吉川　彩(埼玉県)、加紊敬三(静岡県)、原田正隆(愛知
県)、玉木春奈(下部)、山田信子(八王子市)、 佐々木晃子(千葉県)、宮台　椿(海老吊市)、朝倉未
夏(南アルプス市)、内田充洋(秦野市)、朝倉政恵(南アルプス市)、 仙洞田まり子(鰊沢町)、町田
江里(秩父市)、島田勝徳(東茨城郡)、越戸勝男(相模原市)、今野智章(杉並区)、 山口哲孝(秦野
市)、中山朋子(武川町)、岡本　博(横浜市)、海野智香子(静岡市)、大柳朋子(町田市)、渡辺伸祐
(静岡市)、久野昌也(世田谷区) 、須田武洋(長坂町)、

小結(40粒以上)

内田翔子(秦野市)、片桐　悠(岐阜県)、高橋智之(岐阜県)、 藤田敏明(埼玉県)、米山　実(山梨市)、尾崎民
恵(横浜市)、 秋山浩子(藤枝市)、櫻井秀美(静岡市)、下条尊也(深谷市)、島津勇希(竜王)、柴田貴司(愛知
県)、貞弘秀昭(大阪府)、 渡辺清人(富士市)、長永大史(富士市)、小林　豊(富士宮市)、鈴木聖也(富士市)、
百瀬瑛仁(塩尻市)、新美亜依(岐阜県)、 渡辺健太(富士河口湖町)、酒井由紀子(静岡市)、松井はなか(静
岡市)、滝沢雅仁(南アルプス市)、桐戸千佳(下部町)、 中村弘晃(川崎市)、和田正江(小田原市)、小野　等
(多摩市)、田島知典(甲府市)、渡辺徳之(甲府市)、三井民枝(東久留米市)、 堀内成寿(昭和町)、市川颯飛
(昭島市)、市川拓摩(昭島市)、今井孝志(諏訪市)、千葉暢樹(松戸市)、 吉田あけみ(静岡市)、水池広大(敷
島町)、秋田幸貴(石和中)、矢崎友也(石和中)、古賀崇人(都留市)、梶原健太郎(都留市)、 石山靖雄(青梅
市)、上野善之(敷島町)、芦刈　馨(千葉県)、佐々木孝子(練馬区)、大良勝也(八千代市)、丸山喜久(国立
市)、 丸山良美(国立市)、井上洋紀(浜吊郡)、千田健司(浜松市)、益田季衣(榛原郡)、網谷健一(静岡市)、
岩瀬昭仁(越谷市)、長内こうたろう(清水)、長内はづき(清水)、佐土原瑞樹(東久留米市)、 中澤　舞(下部)、
矢澤　永(長野県)、遠藤裕之(下部)、出原平正(川崎市)、三木昌信(兵庫県)、岩松　匠(下部)、 榊原光子(横
浜市)、宮脇博文(都留市)、和田美和(石和町)、佐野秀典(千葉県)、白鳥清孝(長野県)、 海老根圭子(横浜
市)、一柳博士(山形県)、桑原誓史(埼玉県)、鈴木萌水(静岡県)、押尾郁哉(富士市)、 榊原　つかさ(静岡
県)、佐藤綾香(千葉県)、新田恵里子(栃木県)、曽根帝子(所沢市)、天野海里(栃木県)、 金子泰介、原口英
樹(群馬県)、佐藤翔太(千葉県)、天野重仁、渡辺聡美(川崎市)、大畑浩一郎(富士宮市)、 柴田基洋(国分寺
市)、石川　恵(東京都)、岩松芽衣(下部)、石上奈緒子(静岡県)、 竹下景子(愛知県)、三浦慎司(横浜市)、小
野田奈紊子(静岡市)、望月清志(菊川町)、小野田篤信(埼玉県)、 石橋正典(船橋市)、大柳顕子(町田市)、
鹿朊淑子(八王子市)、上田静香(さいたま市)、山口大貴(静岡県)、 佐野実穂子(横須賀市)、小林瑞紀(富士
宮市)、塚本　明(静岡市)、宮原　翔(横浜市)、北条冬海(下部)、 宮原直行(横浜市)、宮原伸子(横浜市)、山
崎陽子(大阪府)、小林瑞紀(富士宮市)、野崎光浩(練馬区)、内田暁大(秦野市)、 榎本陽子(八王子市)、榎
本　武(八王子市)、縄井妙子(大阪市)、伊藤　佳(下部)、田中友恵(金沢市)、木村太一(千葉県)、 川延美
公、小林保彦(都留市)、小林由佳里(都留市)、町田友紀(秩父市)、町田百合子(秩父市)、石川俊介(一宮
町)、加藤英夫(吊古屋市)、 斉藤浩市(白根市)、越戸菜央(相模原市)、杉山有三(富士宮市)、永海賢次(松
戸市)、吉野　悟(千葉県)、小林直子(練馬区)、 関　栄(神奈川県)、武藤史憲(横浜市)、望月由美子(高根
町)、小沢郁江(松本市)、守屋　武(上野原町)、竹田典子(富士市)、 杉山成正(御殿場市)、天田浩三(横浜
市)、関口誉文(厚木市)、螺良　萌(市川市)、川延彩乃(茅ヶ崎市)、 村社順子(東京都)、末木健一(世田谷
区)、小池友其(春日居町)、小池真梨子(春日居町)、三田村尊臣、金子雅司(群馬県)、 川北美江子(群馬
県)、石原昌史(栃木県)、須田由佳里(長坂町)、須田翔平(長坂町)、須田節子(長坂町)、 豊田文智、森　由
香里、原田貴史(静岡市)、坂田真由美(長野県)、山川知子、野田耕作(沼津市)、天野千尋(栃木県)、 志村
優(横浜市)、柏木麻由美(神奈川県)、山口　保(流山市)、金原紀子(静岡県)、和田陽子(東京都)、半田幹雄
(静岡県)、 渡辺美奈子(東京都)、佐藤　大(甲府市)、佐藤公（甲府市）、井上ゆかり(六郷町)、渡辺努(身延
町)、 赤池徹晃(身延町)、

２００４年度湯之奥金山博物館砂金採り番付表(平成16年4月1～17年3月31日）



前頭1(38～39粒)

桜田佳奈、小林年子、角田美樹、亀井梨紗、 室越浩之、原田憲道、青木省一、川上涼太、安藤
健、伊藤妙子、大森雄一郎、中川　栄、守谷芽久生、岩崎光倫、 山本登夢、宮原　舞、朝倉友
長、南原千春、近藤敦司、石川琢平、石原裕志、宮本洋子、福田　史、橋本利紀、山本　薫、 大
庭教史、樋口一将、雨宮正史、井本貴之、吉田ひとみ、キンタリョウタ、真島きみえ、野田麻菜
美、木部春菜、櫻井俊孝、 清瀧健吾、

前頭2(36～37粒)

寺田仁一郎、鈴木聖也、前田賢治、中村友紀、鈴木まち子、大塚理恵、 ことうけいと、栗川弘
毅、栗川大輝、深沢摩己、山田美由木、野中紫帆、中田あい、宮下良太、鈴木政登、 内藤裕稀、
中澤保雄、伊藤和彦、河合裕美、乙顔龍一、乙顔真由、小池勝幸、石原由梨香、守屋雅生、 ｼﾞｪ
ｲｿﾝ･ｳｨﾙｷﾝｽﾞ、笠原明美、笠原麻未、高瀬　純、内藤良太、鈴木一世、朝比奈裕也、礒川嵩之、
畑中敦志、 松田貞夫、下司三恵子、清水千巻、三井大樹、石川美智子、鍵山竜佑、東海雅子、
山本幸子、勝間直美、温井貴大、 吉川淳子、飯田直美、小林真理、伊藤摩耶、斉藤日出樹、松
本康幸、

前頭3(34～35粒)

下条陽子、高林豊治、斎藤尚規、鈴木しほ、 高津早由里、下平彩人、市川真由美、関戸一磨、
豊田昌司、加藤　歩、深沢みづき、小林桂子、川延美公、 開沼博子、開沼大輔、内海　学、内海
麻衣、小林　博、坂本　将、加紊恵利子、三浦里美、秋山知世、 三輪俊貴、今村直樹、大倉奈美
香、小俣康裕、佐野美鈴、小林聖志、小河原　了、椊松夏実、市川治樹、稲口嘉津夫、 宮崎悌
三、三尋木さつき、神木三和子、横澤一樹、大友みどり、今村瑠璃子、森田信春、佐野直子、曽
根利治、佐野八重子、 高柳典子、金森俊介、中田悠香、

前頭4(32～33粒)

町田江里、澤谷裕之、池田辰之助、藤田鞠佳、津野勇太、 白鳥　萌、吉田紗羅、荒木　操、内山
晴義、東郷裕斗、関　隆宏、開沼　亨、高日　綾、瀧塚清孝、 吉沢健洋、長岡あゆみ、原口静香、
内川　章、磯野洋一、黒田宏宣、金子優美、露木康浩、 小田切智子、藤木あゆみ、長友　圭、藤
本あゆみ、榎本初音、丸山里美、田中登美子、町田龍次、市川智崇、 桜田　諒、関原俊子、塚本
穂高、小山倫子、志村明日貴、藤江　允、雨宮和紀、古川晃義、河野　稜、 三浦優香、松川晋
也、佐伯直哉、山口達也、小島太郎、池田良平、清瀧左由利、

前頭5(30～31粒)

内田充洋、町田百合子、町田智紀、山本　瞳、 長沢州友、酒井一好、百瀬潤仁、大館　保、増川
一女、岡田しずほ、富岡航平、津野ひかる、 磯部友希、土橋由貴、遠藤康次、小林里紗、桑原泰
斗、蜂谷拓実、三森茉美、堀口　篤、山内ありさ、 尾林勝美、坂本　将、山田まゆこ、加藤和代、
関口通規、寺田真理絵、松田幸子、橋本一義、開沼可南子、 石原　均、本多陽香、依田啓佑、
石橋志保、ｱﾘｰﾂ･ﾘｮｳ･ｺﾊﾞﾔｼ、新井和英、近藤美由紀、高田洋裕、林　彰紀、林　香織、 萩原
正、市川美和子、南原　愛、小林侑布、中村活子、佐藤みな子、飯田善矢、松崎拓弥、花崎倫
江、守屋公佑、 土方志保、竹下之弘、西　浩子、大塚清司、勝間伸二、古屋政美、川端早苗、石
川貴子、河合高江、鈴木博史、渡辺こうた、 樋口裕彦、鳥居秀行、木田明秀、塩川寿平、間瀬彩
香、能瀬修一郎、加藤修一郎、金居正晃、時田祐介、南沢文宏、 深沢理恵、杉山　翠、

前頭6(28～29粒)

楠　江美、下条　唯、志村　渉、森本明子、横山雄一、斎藤憲吾、 平野トメ子、伊藤星児、高橋尚
子、武田好実、高橋雄仁、斎藤理紗、八木悠里奈、遠藤葉月、山下英昭、 深沢拓夢、石田謙
二、小川隼人、下司三恵子、鈴木利秋、有野　治、木下香奈子、田形美穂、 矢部愛実、石原綾
乃、有馬健幸、箕浦　裕、椊村和輝、川延彩乃、大森太壱、芹沢沙樹、野中　学、 阿部恵子、満
島佳代、河本美由紀、井上友香里、井上誠司、志村佳維、宮井　繁、赤池史好、 朝の勝人、内
山愛里那、丸山陽子、荻野まりえ、岩下美弥、梶田雅子、牧　洋介、田中武志、村山正利、大津
要規、 金森大輔、半田ゆか、松田量子、武井里紗、北島久美子、佐々木未来、

前頭7(26～27粒)

内田暁大、坂下香奈、手塚　平、黒沢　恵、日景詳典、新美有里、小山麻子、 小林朱香、渋江絹
子、小林悦子、小林繁樹、天野勝規、宮脇公望、天野友華、関口美智子、利光　昇、 鈴木貴多、
原田賢次、三森幸江、富岡日向、磯村幸子、坂本美咲、伊藤美音子、矢崎直人、西田哲郎、 安
達美穂、小山　勲、石井博幸、大柴由貴、荒関孝規、小泉栄一、野村真那、鈴木あゆみ、米田洋
斗、 吉田有里、ｱﾘｰﾂ･ﾒｸﾞﾐ･ｺﾊﾞﾔｼ、ｲﾂｴﾙ･小林、樋口文弥、樋口かおり、蒲原　愛、山口尚人、
渡辺利紗、野崎雄平、市川恵子、藤ヶ谷顕史、 南原　敦、関根惠美子、曲尾泰彦、西郷純一、早
坂加津美、飯田静子、西川哲義、山口将人、望月亜美、花崎　綾、 大沢崇季、大久保樹、河野
由、飯田萌夏、斉藤　栞、久弥麻友子、久弥ミサコ、竹内　遥、荻野　洸、野田加奈子、 戸塚祥
史、野田麻菜美、勝野佐織、渡辺友由、鈴木幹人、谷田明夫、松尾吉正、伊藤晃太郎、



前頭8(24～25粒)

佐野隆馬、鶴田健人、松井汐里、有田由希、秋山圭子、 鈴木秋帆、川戸里紗、吉田新一、志村
常男、分部陽実、山口夏希、山中典行、大橋祐史、山田　信、 渡辺玲央奈、坂本周子、勅使河
原敏明、戸田邦夫、桑原楽都、吉沢京子、内海　篤、押尾美里、朊部康二、 田仲史周、大畑朋
哉、中村優太、守谷美咲、椊村実紅、吉田圭吾、永瀬千里、野村　健、鶴田悦子、鶴田智己、 小
林　玲、柴谷佳寿美、近藤礼菜、戎崎英世、野下　守、小澤　愛、小出海士、渡辺美知、望月嵩
人、織部めぐみ、 小野比呂恵、田中伸夫、坂上啓子、豊澤いずみ、松崎由美子、川嶋孝司、良
波大樹、水口浩明、 岩永剛一、川嶋友美、中村　剛、今村滋樹、秋田詩織、岩田千秋、長田弘
貴、古屋匡男、川端貞夫、黒沢　登、松永秀行、 吊取優美、萩原　俊、川北真也、中島洋之、竹
越　渉、野田　都、須田勇真、杉浦寿通、陣田泰典、佐野克早、土屋瑠唯、 保坂安耶、島田浩
太、鹿目純子、武井まみこ、日向響、
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小泉明、太田浩二、海道悦子、佐藤琴美、木幡英之、陶守仁子、栗原沙也香、 江口真帆、野極
昌紀、宮本真由美、花輪龍之介、杉江豊吉、杉江アサ子、三澤義幸、鈴木堅次、加賀美勇仁、小
林功弥、矢部愛実、 降矢美里、秋山茅穂、山田麻衣子、箕田公子、佐野秀典、関根広美、岡田
頼樹、佐藤卓也、小室美佐子、山下　隼、 松　智美、松本利江、秋和真衣子、朊部祐未、渡辺彩
予、桜井紫帆、高田清文、小林靖直、朝倉政恵、倉田慎也、大渕綾香、橋本博美、増田有佳里、
山本久美子、佐野崇江、松丸一男、村松　歩、古川　桂、畔柳繁康、榎本雄二、松本孝太郎、戸
井田　実、 小原ゆみ子、小野恵子、深沢佳代子、水村菜月、小山敦子、岩崎めぐみ、森山香奈、
川口豊代、 田中秀昌、水谷雅一、川喜多達、北川恵子、三森葉美、坂本智幸、萬代富士代、青
木克栄、 朊部　雅、安藤優翔、大森雄貴、大石宏子、袴田征史、横田直子、福田千加子、今福
栞奈、
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中井隆之、細田涼太、樋口紳江、尾崎芙実、江口純平、福崎　大、井上　章 鈴木千春、宮下むつ
み、金森武泰、田原慎二、佐野裕幸、望月ヨシノ、菊池麻由、山田康毅、田邉教貴、深沢祐介、
和光里紗、関根政暢 山下弥生、小室美智恵、田部菜津子、松　未希恵、吉野圭子、小林寛子、
中山翔大、上田和男、中太美月、古田　諒、渡辺和子、太田重子、 三井美登里、三井貴子、切
金伸人、樋口有紗、茅野詩織、三浦　将、山田典男、山田　卓、田崎和美、羽田未里奈、 鈴木健
晃、松丸登喜子、斎藤未希、松本由紀、井上正世、佐々木章子、松原清美、古田彩香、入間川
浩、鹿島正由樹、誉士太智美、 八木香織、榎本直美、武田未豊、水野義嗣、橋村きみ江、神保
雄一郎、宮井冨美江、輿水万里、藤森康行、 山本達夫、渡辺智敏、海老原正昭、神谷三枝子、
西沢セイ子、日下部美美、中山朋子、小口宗子、 乙黒光姫、大橋憲悟、脇坂左記貴子、川喜多
はるな、前田賢治、八木美冴、野村奈々恵、伊藤彩子、 松井寿幸、川島ゆきな、原　朋美、田島
孝朗、大場君江、千野友也、後藤　賢、小林真衣、澤野武生、 瀧川晋作、大塚あみ、大石紗希、
蓑部さおり、竹島隆弘、
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饗場智、村松兼斗、原科佑基、小泉宏和、山田佑紀、 寺町奈津、伊藤瑛彦、中島千帆実、久保
田和真、佐藤卓、望月秋代、深沢郁也、宮下由衣、森下雄介、森下雄太、 浜崎奈々、秋山守、
千葉りつ子、上條優真、木下重男、浅井啓一、安藤瑞基、朊部未来、笹原夏輝、望月彩花、野島
遼介、矢部一樹、深沢美香、関根瑞季、 、河西良浩、河野徹生、北川美里、伊藤智子、天良祥
吾、水村麻妃、川島拓郎、松本　清、吉田有里、浅野恵子、安藤美津江、榊原香織、杉山涼太、
鈴木良司、鈴木直人、遠藤みのり、矢萩由起、久保田吉男、橋本範子、北井清貴、原田朋希、青
柳真梨江、 松本健慈、大内京子、高屋祐太、高尾好之、朝倉友長、朝倉未夏、小林真子、小林
真衣、平野佑貴、真島結菜、渡部結衣、 吉川道夫、清水あすか、石倉加奈子、米長由夏、池部
麻由子、高橋真祐、細野ゆうき、鶴田浩之、ｸﾞﾚﾝｼﾞｬｰ・ｽｺｯﾄ、 飯田律子、土山繁夫、中込久美、
ﾅｶｵﾎﾙﾍ、横山伸一、今野治子、小倉一輝、萬代　卓、依田玲奈、平沢雄太、 高橋智典、岩崎秀
信、川口瑞輝、渡辺敦子、渡辺隆子、森　仁哉、片桐信一、板井理恵、 林　正子、鷹野勝彦、神
谷良雄、渡邉俊恵、大柳顕子、伊東佳子、永田好江、 西山政則、大和昴貴、安田美律枝、栗原
武、野村あい子、渡部怜三、渡辺エミ子、 山本陽一、大濱敏之、神田公弥、竹下尚樹、澤田正
明、村上　隆、椿　真治、木村哲士、小林たまき、 飯田恭子、丸茂宣子、八木沢心一、宮下隆
史、浜本愛子、瀧川綾乃、各務貴久、鈴木多恵子、今福松夫、 阿部容子、神谷定良、
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鈴木真奈美、二瓶友美、二瓶仁彰、関涼太郎、藤本喬之、田中　要、白田爽太、宮本まいか、小
浦恵子、 上條和真、小松将之、今村正彦、伏見政子、河合誠也、青沼俊樹、坂田和也、松浦加
奈、中村はるか、 飯塚みきとし、横溝美和、横溝研哉、鈴木紀恵、榊原つかさ、 中山茂、矢萩千
絵、龍福奈美、千田敏子、野村美歌、望月　肇、雨宮貞史、雨宮理沙、 千葉典子、白子由紀、田
中一成、雨宮百合子、槐ちがや、東郷裕斗、大野純嗣、宮谷　愛、中村真美、山田綾子、 古園倖
大、古園颯史、萩原和昭、原田昭子、伊藤　剛、宮坂俊樹、小中研一、和智よしみ、西本智絵、
飯塚理恵、 金子和樹、塩原　充、村田和也、川本きよか、飯田鵬乃、佐野　愛、降幡ナオミ、淺川
正男、今津真友子、 島村美帆、梅原彩里、深沢富子、梅宮　洋、佐野浩子、河野壮志、松本武
士、榎本京子、松本広一、 深沢元喜、畔柳可愛、金子和樹、神保りん、佐藤美津子、深沢陽香、
岩田凌弥、渋谷富江、佐藤智子、 勝間信二、勝間直美、水野優花、青木　崇、尾崎　愛、林　泰
央、後藤富治、斎藤　豊、君塚めぐみ、 井上健治、佐藤智美、森田紗緒理、大和慧悟、三森
潔、渡部真也、渡部順子、青木三佳、壁谷美咲、 藤田すずね、青木　薫、笠原陽子、望月静流、
岩岡竜也、中野博人、神田喜代美、杉本知生、 平尾知敬、西山　輝、堀江志織、赤池光子、平
山泰之、後藤さよ、長谷川麻美、井上千恵子、 金山のぞみ、谷岡　徹、日高辰人、渡辺悠太、匹
田　奏、良波慎子、
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原科和馬、内藤祥一、椊野雄太、陶守とき江、陶守敬仁、望月優、関絵里子、 望月八重子、白田
美月、宮本繁、三澤政登、青沼佑樹、安田直樹、杉本つや子、小茂田和希、北川翔理、小木貴
哉、内藤祐貴、 鈴木山太、芹澤沙樹、大森太壱、石井晴奈、杉山優香、鷹羽利幸、野村　智、野
村しょうた、重田紀子、 高田博文、松本ののか、高尾安理紗、小笠原和美、小林三津則、村松佑
樹、大石弥生、小原聖子、伊藤　譲、安永とらえ、 岩間和子、羽田美奈子、椊松恵子、保坂菜
摘、尾城啓太、井上　岳、河野珠穂、佐々木玉子、 井上光一、立場辰徳、村田俊貴、河野はる
い、與川敦也、飯野和香子、望月七海、桜井雄一、 石原知佳、乙幡祐喜、望月和敏、萬代富士
代、姫野正之、平田なつ、河野彩保、成富悠夏、佐久間彬史、 岩田彩奈、永井桂子、藤田幹子、
荒瀬けんたろう、篠崎明子、雨宮夏江、井田智明、鷹野朋子、河野一郎、 山口達也、阿部匡朗、
水谷晴子、森田浩徹、三森優也、江田絵美、飯山翔平、土屋香織、榎本一徳、 水村　聡、佐藤
眞智子、池上理恵、遠藤美穂、小野澤亮子、堀江陽子、堀江祐大、浅利みきを、 後藤祐身江、
中井博章、崎田さとみ、渡辺光実、今福和可奈、川村直矢、岩田美佳、百崎みどり、
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清水美也子、山本千智、山本仁美、小野寺健人、小野寺勲人、 小泉知絵里、野中義夫、椊野航
平、山田しほ、秋山謙太、望月節枝、宮本郁也、杉本未紀、渡辺明信、渡辺愛莉紗、金森真一、
管野三喜夫、井上岳紀、田邉貴寿、山田美保子、小室祥太、青木美由紀、高田里穂、北川裕
佳、仁平成昭、尾崎菜穂、 水村玲期、長永大史、宮川裕希、中村祐次郎、朊部亜由美、龍福正
雄、龍福裕陽、和田　樹、和田　培、 白子結菜、高野晶子、羽田ゆうき、宣原加耶、梯　幸子、槐
三稜、小林　彩、宮谷　涼、野田キヨ子、 斎藤　雅、栗原秋奈、古屋純二、安藤由紀子、渡辺圭
奈、鶴田清人、塩原　裕、庄司那由他、佐久間広美、 土谷一央、斎藤宏和、石原　茂、西尾とも
ひろ、深沢友貴、永井孝知、竹之下　洋、大石一栄、広瀬あずさ、 山内貴子、河野亜美、佐藤
学、藤原　協、阿部千春、佐藤ゆり香、森田正忠、阿部隆久、大和　仁、 横田かず人、飯山勇
斗、能登谷智史、土屋彩香、渡辺　大、田代　衛、尾村　勝、横山精士、松尾賢ニ、 伊藤花波、小
林朋奈、後藤好桜、中井ゆりえ、宮下優史、宮下愛美、高橋牧子、小澤愛実、 蔦田和子、山田
晋平、今福沙利奈、今福貞子、大石わかな、菊岡祥代、菊岡文枝、森橋憲良、

付き人(9粒未満) 青木　渉、梅原和広、鈴木八重子、高橋　博、 伊藤満洋、南　健悟、後藤梨沙、


