
 

C級 登録申請可能者 （54名）      

ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ・ワ行 

赤尾 隆司 甲斐 祐太朗 坂本 信教 高野 英夫 中尾 歩樹 橋本 卓弥 前岡 峻太郎 山浦 直人 

穴見 健吾 加﨑 史啓 佐藤 しずか 伊達 和友 並木 章悟 日野 祐介 松岡 健太郎 山本 真澄 

阿南 忠幸 川上 尋史 東雲 誠 立山 計司 楢原 剛 福田 彬宏 松川 利雅   

阿部 貴志 川口 治利 下川 政一 津留 大治 野原 拡 藤原 宏章 松村 友和   

有松 慶太 北 徹也 首藤 亜矢 寺嶋 陽平   戸次 武蔵 三ヶ尻 春菜   

池田 光輝 吉良 和浩 角 由加利 時松 さおり     三好 功   

池邉 伸一 小林 秀雄 節川 実千男 冨髙 璃依子         

石松 慶久 小袋 道明             

猪股 能成               

今村 泰三               

内田 一颯               

衛藤 海斗               

大木 沙織               

大倉 瑠衣               

尾形 公一郎               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

D級 登録申請可能者 （185名）         

ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ・ワ行 

合澤 佳展 内田 英一 甲斐 聖矢 木本 雄大 齋藤 哲也 秦 喜世彦 高木 雅広 内藤 錬二 橋本 敦 前岡 誠司 安田 高空 

秋國 二郎 内田 清介 甲斐 隼 吉良 直人 坂井 康之 新川 圭 高倉 達也 中川 聖治 橋本 昌美 真砂 敏文 矢野 隆久 

秋月 美和 内納 正一 加藤 弘輔 釘宮 信司 櫻井 真太郎 末松 良太 髙橋 謙治 中川 佳津希 林 龍馬 松下 祐介 矢野 竜生 

麻生 亨 夘野 祐美子 金井 太郎 草牧 すずか 佐藤 慶之助 鈴木 康廣 髙橋 康一 中原 雅也 判田 貴信 松野 純 矢羽多 美和 

足達 雅樹 浦塚 雅人 金丸 雄三 久世 澪夏 佐藤 賢吾 鈴木 康正 高橋 英樹 長久 清 東 弘二 松藤 一隆 山下 大地 

穴井 優人 永徳 敏和 加納 大二朗 久津摩 秀彦 佐藤 沙耶 鈴木 凜花 高橋 昌英 中村 来稚 久恒 晴彦 松本 健太郎 山元 亮 

安部 公洋 江藤 雅之 川上 貴明 久保 翔平 佐藤 詩織 関 幸治 髙森 雄介 中村 誠 日髙 賢治 松本 靖治 横尾 沙弥香 

阿部 真吾 江良 朋美 川谷 治之 熊谷 浩孝 佐藤 弘隆 関 修司 田口 雅浩 那須 圭太 平井 翔大 三浦 高明 芳川 雅裕 

安部 康雄 遠藤 沙良 河津 匠 倉原 裕子 塩月 英之 瀬山 英則 竹内 美奈子 成松 優治 平野 小春 三苫 晃広 吉田 宏 

安部 留実 大島 康二 川中 裕子 小迫 敬文 繁松 一博 園田 龍吉 竹中 克敏 新名 圭介 廣峯 功一 嶺 猛毅 吉田 雄登 

石井 文人 大園 恭平 河野 光喜 越海 康太郎 繁松 房枝   田島 誠孝 丹羽 智海 福谷 憲一 宮城 いちこ 米森 賢太郎 

石川 展久 太田 剛雄 河野 洋輝 小田 寛 七郎丸 恵   多田 千央理 野田 剛太郎 福山 浩史 宮本 高志 和哥山 輝之 

井口 雅揮 大竹 進太 河野 隆也 児玉 尚吾 篠原 徳弘   立川 祥吾   藤井 誠 宮本 幸夫 若林 亮祐 

石田 晴佳 小川 一貴 河村 晋治   島末 英世   立川 豊彦   藤井 雄祐 宮脇 勇二 渡辺 一敏 

井手直樹 小倉 直久 川村 武玄   首藤 栄史   田中 寛人   藤崎 育郎 村田 芳久 渡邉 和也 

今留 三貴 小田原 浩 神田 崇志   首藤 希美   玉田 正志   藤原 圭三 本村 ひとみ 渡邉 大祐 

岩田 進 小野 智嗣 神田 義史   首藤 政行   寺村 恵也   二神 祥一 森髙 由文 渡辺 剛 

岩見 怜華   菊池 友宏   首藤 裕美   杜多 史圭   二村 有紀 森迫 佳祐 渡邊 宏和 

宇佐美 翔大   北 英士   定別当 信       古庄 恭平 森山 弘樹 渡辺 隆児 

                    ワトソン 祥太 

 


