
Aタイプ

No 氏名 よみがな 性別 年齢 お住まい

1 細谷 嘉行 ほそや よしゆき 男 42 東京都

2 新井 利明 あらい としあき 男 37 飯能市

3 半田 智美 はんだ ともみ 女 45 神奈川県

4 辻本 春寿 つじもと はるひさ 男 47 富士見市

5 銭谷 秀一 ぜにや ひでかず 男 54 神奈川県

6 寺田 悠介 てらだ ゆうすけ 男 30 千葉県

7 峰田 正隆 みねた まさたか 男 74 東京都

8 篠原 知美 しのはら ともみ 女 47 東京都

9 中軽米 恵子 なかかるまい けいこ 女 53 草加市

10 小暮 恒介 コグレ コウスケ 男 44 東京都

11 藤倉 充裕 ふじくら みつひろ 男 54 草加市

12 三浦 孝之 みうら たかゆき 男 48 東京都

13 箱田 智則 はこだ とものり 男 49 越谷市

14 古谷 修 ふるや おさむ 男 53 東京都

15 小谷野 紘典 こやの こうすけ 男 25 栃木県

16 小野原 勲 おのはら いさお 男 53 東京都

17 松岡 浩嗣 まつおか ひろつぐ 男 51 千葉県

18 篠崎 元宣 しのざき もとのぶ 男 47 熊谷市

19 諸星 篤志 もろほし あつし 男 46 春日部市

20 菅谷 純一 すがや じゅんいち 男 38 栃木県

21 板垣 均 いたがき ひとし 男 42 久喜市

22 川路 浩之 かわじ ひろゆき 男 45 千葉県

23 高木 和男 たかぎ かずお 男 47 千葉県

24 熊谷 淳 くまがい じゅん 男 59 川口市

25 岩崎 研一 いわさき けんいち 男 44 東京都

26 小関 望 こせき のぞむ 男 51 久喜市

27 秋山 尚利 あきやま ひさとし 男 43 富士見市

28 遠藤 祐一郎 えんどう ゆういちろう 男 48 和光市

29 田島 英 たじま すぐる 男 31 栃木県

30 佐川 泰久 さがわ やすひさ 男 44 神奈川県

31 永井 克明 ながい かつあき 男 48 神奈川県

32 星 秀明 ほし ひであき 男 44 千葉県

33 金山 幸枝 カナヤマ ユキエ 女 41 久喜市

34 塚越 愛樹彦 つかごし あきひこ 男 46 千葉県

35 西澤 義治 にしざわ よしはる 男 45 東京都

36 茂木 智 もてぎ さとし 男 52 熊谷市

37 中山 裕充 なかやま ひろみつ 男 48 幸手市

38 高松 徹 たかまつ とおる 男 45 さいたま市

39 宮内 昌子 みやうち まさこ 女 62 東京都

40 竹中 久美子 たけなか くみこ 女 40 東京都

41 竹中 康弘 たけなか やすひろ 男 43 東京都

42 佐貫 伸行 さぬき のぶゆき 男 46 神奈川県

43 廣野 一雄 ひろの かずお 男 50 東京都

44 山崎 誉生 やまざき たかお 男 38 茨城県

45 林 寛明 はやし ひろあき 男 36 栃木県

46 宇田川 敦志 うだがわ あつし 男 56 東京都

47 加藤 千夏 かとう ちなつ 女 45 所沢市

48 田上 英治 たがみ えいじ 男 42 入間市

49 栗原 昭夫 くりはら あきお 男 54 草加市

50 三瓶 亨 さんぺい とおる 男 51 神奈川県

51 伊藤 恵介 いとう けいすけ 男 39 岐阜県

52 横溝 務 よこみぞ つとむ 男 53 神奈川県

53 生井 一公 なまい かずひろ 男 37 東京都

54 西原 大輔 にしはら だいすけ 男 43 神奈川県

55 土屋 博 ツチヤ ヒロシ 男 49 戸田市

56 南 敏広 みなみ としひろ 男 50 戸田市

57 小林 毅信 こばやし たけのぶ 男 42 さいたま市

58 三宅 啓太 みやけ けいた 男 50 東京都

59 衣笠 竜也 きぬがさ たつや 男 43 神奈川県



No 氏名 よみがな 性別 年齢 お住まい

60 武藤 毅 むとう たけし 男 48 千葉県

61 岩城 崇志 いわき たかし 男 32 東京都

62 平松 弘道 ひらまつ こうどう 男 37 東京都

63 谷原 武 たにはら たけし 男 53 奈良県

64 田仁 秀明 たに ひであき 男 49 富士見市

65 穐谷 功 あきや いさお 男 48 上尾市

66 李 盛進 り そんじん 男 40 神奈川県

67 菊地 栄紀 きくち よしのり 男 50 東京都

68 江夏 志門 えなつ しもん 男 41 東京都

69 圓目 伸治 まるめ しんじ 男 42 狭山市

70 高瀬 誠 たかせ まこと 男 39 東京都

71 大波 久男 おおなみ ひさお 男 62 川口市

72 佐相 宏明 さそう ひろあき 男 23 東京都

73 須藤 春樹 すどう はるき 男 36 神奈川県

74 金城 正彦 かねしろ まさひこ 男 49 東京都

75 石川 康平 いしかわ こうへい 男 36 戸田市

76 高津 泉 たかつ いずみ 女 49 さいたま市

77 太田 武志 おおた たけし 男 41 東京都

78 若月 秀彦 わかつき ひでひこ 男 53 さいたま市

79 多田 将英 ただ まさひで 男 42 東京都

80 森山 岳 もりやま がく 男 44 川越市

81 呉 英仁 ゴウ エイジン 男 56 東京都

82 一本松 静香 いっぽんまつ しずか 女 24 東京都

83 増田 佳輔 ますだ けいすけ 男 42 川口市

84 茂木 健太郎 もてぎ けんたろう 男 46 東京都

85 奥山 正樹 おくやま まさき 男 47 東京都

86 庭野 卓也 にわの たくや 男 50 川口市

87 小野寺 理恵 おのでら りえ 女 44 東京都

88 石井 周二 いしい しゅうじ 男 46 東京都

89 平川 太陽 ひらかわ たかやす 男 36 東京都

90 鈴木 光恵 すずき みつえ 女 34 ふじみ野市

91 園田 博司 そのだ ひろし 男 43 三郷市

92 鈴木 彩夏 すずき あやか 女 29 神奈川県

93 植野 恵弘 うえの よしひろ 男 51 東京都

94 中谷 亮太 ナカタニ リョウタ 男 28 神奈川県

95 紺野 克洋 こんの かつひろ 男 53 神奈川県

96 我妻 侑和 あがつま ゆうわ 男 26 東京都

97 安部 洋志 あべ ひろし 男 50 和光市

98 倉持 和弘 くらもち かずひろ 男 54 茨城県

99 吉村 貴由 よしむら きよし 男 54 東京都

100 田中 厚至 たなか あつし 男 45 さいたま市

101 長谷中 建亮 はせなか けんすけ 男 35 愛知県

102 扇 建冶 おおぎ けんじ 男 61 春日部市

103 富田 勝浩 とみた かつひろ 男 56 東京都

104 真野目 宏司 まのめ こうじ 男 47 川口市

105 木村 章治 きむら しょうじ 男 48 東京都

106 中野 正紀 なかの まさき 男 45 東京都

107 土屋 憲之 つちや のりゆき 男 44 東京都

108 佐藤 和嘉 さとう かずよし 男 48 本庄市

109 武田 隼人 たけだ はやと 男 32 東京都

110 田中 宏房 たなか ひろふさ 男 55 千葉県

111 米井 哲也 よねい てつや 男 45 三郷市

112 藤田 雅史 ふじた まさふみ 男 36 千葉県

113 猿山 勝之 サルヤマ カツユキ 男 47 千葉県

114 小野 隆也 おの たかや 男 50 ふじみ野市



Bタイプ

No 氏名 よみがな 性別 年齢 お住まい

201 中軽米 憲哉 なかかるまい のりや 男 64 草加市

202 秋山 晴美 あきやま はるみ 女 51 越谷市

203 平井 孝育 ひらい たかやす 男 49 東京都

204 横田 安弘 よこた やすひろ 男 44 栃木県

205 大場 洋一 おおば よういち 男 44 三郷市

206 小澤 悠 おざわ ゆう 男 27 東京都

207 松田 勝男 まつだ かつお 男 43 茨城県

208 山口 俊輔 やまぐち しゅんすけ 男 41 所沢市

209 日高 雄貴 ひだか ゆうき 男 32 東京都

210 渡辺 司 わたなべ つかさ 男 64 狭山市

211 長井 陸利 ながい りくと 男 28 東京都

212 津久田 司 つくだ つかさ 男 51 千葉県

213 陣内 理恵 じんない りえ 女 50 千葉県

214 山崎 武範 やまざき たけのり 男 43 三郷市

215 折原 利行 おりはら としゆき 男 47 千葉県

216 森 弘志 もり ひろし 男 53 東京都


