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132 藤原  茂義 岡山 955 ｼﾞｪﾐｰ･ﾀﾝ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 1023 ｱｼｻﾝ･ﾌﾞﾝﾀﾅﾆﾃｨﾌｧﾄ ﾌﾟｰｹｯﾄ

144 西村  暢宏 さぬき 957 ｱﾆﾔ･ｱﾙﾊﾞｰﾂﾎﾞｱ KSA 1025 ﾆｺ･ﾍﾞｰﾚﾝｽ ﾍﾞﾙｷﾞｰ

296 沖永  照久 山口 959 佐藤　信治 岩手 1026 石黒　　徹 福島

510 森岡  道雄 高知 963 ﾘﾁｬｰﾄﾞ･ｱﾙﾊﾞ-ﾂﾎﾞｱ KSA 1027 鈴木　誠三 福島

544 ﾗﾘｰ･ｸﾘｽﾃｨﾝｾﾝ ﾉｰｽｳｴｽﾄ 968 住田　幸司 広島 1028 山端　則行 東京

553 細田    稔 愛知 969 H.ｶﾙﾍﾟｯﾊﾟｰ ｻｻﾞﾝｺｲ 1029 川田　隆郎 兵庫

576 茂木  武夫 広島 971 高野　良介 東京 1030 瀬戸　則俊 奈良

610 足立  有基 ブラジル 972 下垣内　政昭 広島 1031 ｱﾝﾄﾞﾚ・ﾙﾛｰ 南ｱﾌﾘｶ

651 児玉　太郎彦 栃木 973 甲斐　輝正 広島 1032 谷崎　　力 徳島

687 ﾄﾞﾝ･ｺﾊﾞｼｶﾞﾜ 南加 977 ﾌﾚﾃﾞﾘｯｸ･ｺｾﾞﾏﾝｽ ﾍﾞﾙｷﾞｰ 1033 赤畑　　浩 埼玉

697 中山  博喜 さぬき 978 ﾖｰﾌﾟ･ｳﾞｧﾝﾄﾙ ｵﾗﾝﾀﾞ 1034 寥　 參勝 台湾愛鯉

725 ﾊﾟｯﾄ･ｸﾘｽﾃｨﾝｾﾝ ﾉｰｽｳｴｽﾄ 982 ﾎﾟﾙﾝﾁｬｲ･ﾜｯﾀﾅｸﾙﾁｬｲ ｲｰｽﾄﾀｲ 1035 林　　文隆 ﾌｫﾙﾓｰｻ

736 渋谷  耕市 岡山 985 竹澤　康行 岐阜 1036 郭　　仲育 楊梅

739 李　  世明 香港 986 ｼﾞｮｰ･ﾎﾜｲﾄ ｻｻﾞﾝｺｲ 1037 村上　文朗 山口

762 柴田  雅弘 兵庫 989 尾西　貞春 ブラジル 1038 ﾙｰﾄﾞ・ﾍﾞｾﾑｽ ｵﾗﾝﾀﾞ

769 斉藤  義衛 福島 990 胡　  順清 香港 1039 ﾋﾟｼｯﾄ・ｶｾﾑｻｯﾌﾟ TKKG

798 ﾌﾘｰﾄﾞﾘﾋ･ﾗﾝｶﾞｰ KLAN 992 ﾔﾝ・ｺﾞｰｶﾝ ﾏﾚｰｼｱ 1040 ﾊﾟﾗﾄﾞﾙﾝ・ﾚｵｻｸﾙ TKKG

817 ﾙﾃﾞｨ･vd･ﾌﾞﾙｯｸ ﾍﾞﾙｷﾞｰ 993 ｳﾞｧﾁﾗﾃﾞｲ･V ｲｰｽﾄﾀｲ 1041 ﾌｨﾘｯｸｽ・ﾁｭｱﾝ ﾏﾚｰｼｱ

851 ﾃﾞｲﾌﾞ･ﾁｪﾝ･ﾜｲﾑﾝ ﾏﾚｰｼｱ 995 一木　春男 ブラジル 1042 泥　　信雄 兵庫

855 道和  茂晴 大阪 996 ｳｨﾚﾑ・ﾀﾞﾌｭｰ 南ｱﾌﾘｶ 1043 ﾘｰ･ﾐｰﾝ･ﾁｬﾝ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

862 藤原  耕一 兵庫 998 ｸﾘｽ･ﾔﾝｺﾋﾞｯﾁ 南ｱﾌﾘｶ 1044 ｷﾑ･ｼﾞｪﾛｰﾑ・ﾁｪﾝ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

865 坂本  義明 広島 1000 ﾍﾝﾘｰ･ｳｫﾝ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 1045 井上　富夫 徳島

866 藤本  哲雄 さぬき 1001 黄 　 創増 香港 1046 ｼﾞｬｸｿﾝ・ﾁｪﾝ 北加

870 前川  長生 京都 1003 ｻﾝﾃｨ･ﾏｴﾝｼﾘ TKKG 1047 恵古　真一郎 広島

891 ﾓﾊﾝﾀﾞｽ･ｶﾞﾝﾃﾞｨ ﾏﾚｰｼｱ 1004 ﾌｨﾙ･ﾊﾞﾑﾗﾝﾁｰﾌﾟ TKKG 1048 甲山　徹夫 広島

896 ｸﾘｽﾃｨﾝ･ｳｰﾙｶﾞｰ ｵﾗﾝﾀﾞ 1005 G・ﾊﾟﾄｩｰﾑﾅｸﾙ TKKG 1049 森　　泉 岡山

897 巻田  宏晃 山形 1008 舘山　弘志 神奈川 1050 ﾙｱﾝﾅ･ﾎﾟｰﾀｰ ｻｻﾞﾝｺｲ

906 清水 香津子 広島 1012 中谷　隆昭 大阪 1051 黄　　彰正 ﾌｫﾙﾓｰｻ

909 垰尻  博敏 広島 1013 ｼﾞｪｲｿﾝ・ｹﾞﾊﾞﾗ ｶﾛﾗｲﾅ 1052 ｽﾍﾟﾝｻｰ・ﾀﾝ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

910 施   維進 香港 1014 ｹﾞｲﾘｰ･ﾁﾝ 北加 1053 浅田　弥寿彦 大阪

917 許   維哲 香港 1016 篠原　啓治 徳島 1054 櫻井　渉 栃木

918 R･ﾕﾝｸﾞﾆｼｭｹ KLAN 1017 木村　  薫 山口 1055 町田　諭司 栃木

928 ｼﾞｪｲﾑｽﾞ･ﾌｨﾘﾌﾟｽ 南ｱﾌﾘｶ 1018 恵古　宏治 広島 1056 大門　晴美 栃木

935 司   徒松 香港 1019 森尻　孝雄 栃木 1057 史　成志 楊梅

945 織田　文臣 広島 1020 本岡　秀昭 兵庫 1058 楊　崇端 ﾌｫﾙﾓｰｻ

946 ﾀﾞﾚﾝ・ｺｰ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 1021 葉　　佳煥 台湾楊梅 1059 邱　雅慧 ﾌｫﾙﾓｰｻ

952 井原　義博 長野 1022 藍　　倉巨 台湾楊梅 1060 ｼﾞｮｴﾙ・ｼﾞｮｱﾈｯﾄ ﾌﾗﾝｽ
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