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  1 植村　和正      植村　澄子      京都府                   39 片山　照明      山田　節子      広島県                  

  2 青井　昭博      沼田　暁子      滋賀県                   40 榊原　一成      時本　寿子      兵庫県                  

  3 栗林　幸範      左雲　和子      大阪府                   41 竹根　保秀      青野　年恵      愛媛県                  

  4 西岡　喜博      春山　妙子      徳島県                   42 原　秀生        原　啓子        兵庫県                  

  5 井上　俊郎      奥本　桂子      広島県                   43 岡村　幸浩      原　眞紀子      愛媛県                  

  6 松林　勝        藤　めぐみ      滋賀県                   44 上田　展章      岡本　久美子    愛媛県                  

  7 中本　司        秋里　美也子    広島県                   45 小坂　裕洋      小坂　祐子      長野県                  

  8 小島　誠        小島　美苗      大阪府                   46 長谷川　輝      今井　晶子      愛媛県                  

  9 丸田　真治      丸田　澄江      滋賀県                   47 立花　勝也      佐藤　真由美    岡山県                  

 10 伊藤　茂        伊藤　千鶴      愛知県                   48 山内　孝春      山内　緑        兵庫県                  

 11 日野　安雄      中島　弘江      広島県                   49 杉本　満        杉本　敦子      兵庫県                  

 12 伊加井　義弘    伊加井　真弓    兵庫県                   50 赤星　宗己      赤星　淑子      愛媛県                  

 13 松本　邦彦      元石　哲子      岡山県                   51 山口　公一      田中　信子      愛媛県                  

 14 河田　宣成      田中　三津子    岡山県                   52 山本　雄慈      斎藤　弘美      山口県                  

 15 小田　周二      小田　房江      大阪府                   53 川野　晃次      川野　啓子      香川県                  

 16 庄野　貢司      池田　輝美      広島県                   54 藤田　誠        河野　廣美      広島県                  

 17 高須　俊成      木原　仁美      兵庫県                   55 山本　秀夫      山本　恵美子    山口県                  

 18 伊藤　隆夫      吉本　登代子    徳島県                   56 森　光男        岡崎　恵        徳島県                  

 19 田中　富士雄    田中　裕子      広島県                   57 船引　幸治      森元　美智子    岡山県                  

 20 前川　周治      前川　智美      香川県                   58 山下　浩史      長尾　保千代    香川県                  

 21 矢野　博幸      橋本　美恵子    徳島県                   59 植木　章雅      植木　チカ子    岡山県                  

 22 吉田　篤正      吉田　晃子      神奈川県                 60 井上　正史      千葉　久子      徳島県                  

 23 西原　和也      林　清美        広島県                   61 中村　美孝      中村　則子      徳島県                  

 24 宮本　俊        田中　エリナ    愛媛県                   62 角　幸一        角　知恵美      鳥取県                  

 25 稲葉　道郎      清水　萌実      京都府                   63 西尾　一也      木村　幸子      広島県                  

 26 楢村　義朗      不破　千鶴      岡山県                   64 久米　達朗      武田　るり子    愛媛県                  

 27 西村　康一      西村　賀代      鳥取県                   65 松本　良一      中野　綾子      香川県                  

 28 工藤　隆        森本　寛江      岡山県                   66 歳清　正照      西川　美恵子    香川県                  

 29 菅野　健二      菅野　千陽子    宮城県                   67 矢野　宏和      越智　富貴      愛媛県                  

 30 伊藤　太一      坂本　スエ子    岡山県                   68 里見　典子      濵　清枝        徳島県                  

 31 井戸川　吉次    蒲原　晴美      佐賀県                   69 中村　謙荘      中倉　政子      広島県                  

 32 酒井　新也      酒井　多津子    兵庫県                   70 神田　芳雄      安田　聖子      千葉県                  

 33 江口　進        森田　恭子      兵庫県                   71 吉野　正義      吉野　佐和子    徳島県                  

 34 八木　郁夫      築山　順子      広島県                   72 髙橋　信行      三宅　弘子      愛媛県                  

 35 味埜　泰明      味埜　めぐみ    岡山県                   73 吉野　養子      吉野　雛        兵庫県                  

 36 平瀬　惣一      森住　真弓      徳島県                   74 菊池　豊治郎    三上　妙子      愛媛県                  

 37 中野　裕司      氏原　立子      徳島県                   75 大窪　芳晴      高田　百合江    徳島県                  

 38 西村　雅英      西村　幸子      兵庫県                   76 友行　義博       藤原　真由美    徳島県                  
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 77 石野　淳一      石野　美千代    愛媛県                   87 日高　達一      森田　玲子      愛媛県                  

 78 陽原　瑛樹      陽原　真由      広島県                   88 余呉　尚子      矢野　優子      愛媛県                  

 79 谷川　光有      永易　美和      愛媛県                   89 田中　奏衣      川上　珠凛      愛媛県                  

 80 西山　和敬      米田　佐恵子    愛媛県                   90 樋口　凛        井出　杏南      愛媛県                  

 81 青木　正清      稲見　清美      愛媛県                   91 井出　翔万      大成　彩海      愛媛県                  

 82 神野　守        土屋　ひとみ    愛媛県                   92 宮崎　あかり    安藤　ゆりの    愛媛県                  

 83 大蔵　卓史      桒原　千栄      愛媛県                   93 竹田　弥央      松尾　美栞      愛媛県                  

 84 大加田　光国    森田　陽子      愛媛県                   94 樋口　凛        溝渕　春日      愛媛県                  

 85 八木　方人      河内　典子      愛媛県                   95 秦　章太        秦　結奈        愛媛県                  

 86 小沢　康則      戒能　五十三    愛媛県                   96 竹田　怜央      松尾　怜茜      愛媛県                  


