
カテゴリー別一覧

氏名（漢字） 氏名（カナ） ランク 地区 カテゴリー

皆川 義紀 ミナガワ ヨシキ S級 福山地区 一般

津田 弥子 ツダ ミツコ A級 福山地区 一般

中島 淳 ナカシマ ジュン A級 広島地区 一般

樋口 未奈 ヒグチ ミナ A級 福山地区 一般

山住 泰光 ヤマズミ ヤスミツ A級 広島地区 一般

粟根 章光 アワネ アキミツ B級 福山地区 一般

井戸 良一 イド リョウイチ B級 広島地区 一般

亀井 公敏 カメイ マサハル B級 福山地区 一般

佐久間 愛 サクマ アイ B級 広島地区 一般

佐藤 紘行 サトウ ヒロユキ B級 広島地区 一般

讃井 敬三 サヌイ ケイゾウ B級 広島地区 一般

眞谷 博昭 シンタニ ヒロアキ B級 呉地区 一般

高山 正明 タカヤマ マサアキ B級 広島地区 一般

中水 順一 ナカミズ ジュンイチ B級 呉地区 一般

中村 篤史 ナカムラ アツシ B級 県北地区 一般

中村 夏樹 ナカムラ ナツキ B級 広島地区 一般

藤墳 恵美子 フジツカ エミコ B級 呉地区 一般

山崎 光男 ヤマサキ ミツオ B級 尾三地区 一般

飯田 和明 イイダ カズアキ C級 尾三地区 一般

岡田 貴臣 オカダ タカオミ C級 尾三地区 一般

佐瀬 海斗 サセ カイト C級 広島地区 一般

杉原 広昭 スギハラ ヒロアキ C級 福山地区 一般

外山 勇希 トヤマ ユウキ C級 広島地区 一般

鳥越 一馬 トリコシ カズマ C級 広島地区 一般

永田 忠徳 ナガタ タダノリ C級 福山地区 一般

中塔 栄二 ナカトウ エイジ C級 福山地区 一般

中野 琉聖 ナカノ リュウセイ C級 広島地区 一般

中村 孝 ナカムラ タカシ C級 呉地区 一般

西屋 優人 ニシヤ ユウト C級 広島地区 一般

二反田 建翔 ニタンダ タケル C級 広島地区 一般

廣末 彰夫 ヒロスエ アキオ C級 広島地区 一般

前田 明博 マエダ アキヒロ C級 広島地区 一般

水田 英仁 ミズタ ヒデヒト C級 尾三地区 一般

安原 亜璃佐 ヤスハラ アリサ C級 広島地区 一般

石村 歩夢 イシムラ アユム D級 福山地区 一般

猪木 真 イノキ マコト D級 呉地区 一般

内田 ウィルソンカウエ ウチダ ウィルソンカウエ D級 福山地区 一般

木村 世紀 キムラ セイキ D級 福山地区 一般

迫川 皓輝 サコガワ コウキ D級 福山地区 一般

杉本 健 スギモト ケン D級 広島地区 一般

廿日岩 元 ハツカイワ ゲン D級 広島地区 一般

松浦 慎哉 マツウラ シンヤ D級 広島地区 一般

松下 美智子 マツシタ ミチコ D級 広島地区 一般

三宅 朔夜 ミヤケ サクヤ D級 広島地区 一般

山口 美乃里 ヤマグチ ミノリ D級 広島地区 一般

赤石 裕介 アカイシ ユウスケ E級 尾三地区 一般

東 雄一郎 アズマ ユウイチロウ E級 広島地区 一般

天野 翔吾 アマノ ショウゴ E級 広島地区 一般

天野 真結 アマノ マユ E級 広島地区 一般

井内 康貴 イウチ ヤスタカ E級 広島地区 一般

※背景色有りは、受講義務の更新講習会完了者とする一般



カテゴリー別一覧

氏名（漢字） 氏名（カナ） ランク 地区 カテゴリー

池内 和樹 イケウチ カズキ E級 尾三地区 一般

池田 篤史 イケダ アツシ E級 広島地区 一般

池水 悠詞 イケミズ ユウジ E級 広島地区 一般

石川 典宏 イシカワ ノリヒロ E級 広島地区 一般

石坪 健太 イシツボ ケンタ E級 呉地区 一般

稲垣 和 イナガキ カノウ E級 広島地区 一般

井上 学 イノウエ マナブ E級 県北地区 一般

今村 剛 イマムラ ツヨシ E級 呉地区 一般

入木 友亮 イリキ ユウスケ E級 呉地区 一般

磐淺 千春 イワアサ チハル E級 尾三地区 一般

上園 隼太 ウエゾノ シュンタ E級 広島地区 一般

大久保 達夫 オオクボ タツオ E級 広島地区 一般

大坪 翔 オオツボ ショウ E級 尾三地区 一般

岡田 拓真 オカダ タクマ E級 広島地区 一般

奥原 錦 オクハラ ニシキ E級 呉地区 一般

小田 恭輔 オダ キョウスケ E級 広島地区 一般

小田 誠 オダ マコト E級 広島地区 一般

柏島 幸雄 カシワジマ ユキオ E級 呉地区 一般

川畑 颯太郎 カワバタ ソウタロウ E級 広島地区 一般

神原 岬 カンバラ ミサキ E級 広島地区 一般

木原 瑞紀 キハラ ミズキ E級 呉地区 一般

久家 志織 クガ シオリ E級 広島地区 一般

久保 由香子 クボ ユカコ E級 広島地区 一般

桑野 和哉 クワノ カズヤ E級 呉地区 一般

河野 祥 コウノ ショウ E級 尾三地区 一般

小坂 拓矢 コサカ タクヤ E級 尾三地区 一般

児玉 渉史 コダマ タカフミ E級 尾三地区 一般

小林 慎太郎 コバヤシ シンタロウ E級 広島地区 一般

近藤 まち枝 コンドウ マチエ E級 広島地区 一般

坂本 航輝 サカモト コウキ E級 呉地区 一般

坂本 颯大 サカモト ソウタ E級 広島地区 一般

佐々木 章一郎 ササキ ショウイチロウ E級 広島地区 一般

宍戸 りえ シシド リエ E級 呉地区 一般

下野 健一 シモノ ケンイチ E級 広島地区 一般

田尾 郁己 タオ イクミ E級 尾三地区 一般

竹本 達也 タケモト タツヤ E級 広島地区 一般

田中 直樹 タナカ ナオキ E級 広島地区 一般

谷岡 俊介 タニオカ シュンスケ E級 呉地区 一般

千葉 光輝 チバ コウキ E級 呉地区 一般

辻 計志 ツジ ケイシ E級 呉地区 一般

寺本 謙次郎 テラモト ケンジロウ E級 尾三地区 一般

戸野 文雄 トノ フミオ E級 呉地区 一般

土肥 雄一 ドヒ ユウイチ E級 広島地区 一般

中尾 有貴 ナカオ ユウキ E級 呉地区 一般

中野 恵理子 ナカノ エリコ E級 広島地区 一般

中本 真貴 ナカモト マサキ E級 呉地区 一般

中山 早紀 ナカヤマ サキ E級 福山地区 一般

西藤 逸平 ニシフジ イッペイ E級 広島地区 一般

花井 孝幸 ハナイ タカユキ E級 福山地区 一般

林 知里 ハヤシ チサト E級 広島地区 一般

※背景色有りは、受講義務の更新講習会完了者とするU18一般



カテゴリー別一覧

氏名（漢字） 氏名（カナ） ランク 地区 カテゴリー

原 昌史 ハラ マサフミ E級 尾三地区 一般

原田 徹 ハラダ トオル E級 尾三地区 一般

樋上 豊 ヒガミ ユタカ E級 呉地区 一般

久光 千登勢 ヒサミツ チトセ E級 広島地区 一般

廣田 萌々 ヒロタ モモ E級 広島地区 一般

福井 威一郎 フクイ イイチロウ E級 呉地区 一般

福本 航 フクモト ワタル E級 尾三地区 一般

藤井 健一 フジイ ケンイチ E級 尾三地区 一般

藤原 洋司 フジハラ ヨウジ E級 尾三地区 一般

藤原 洋勝 フジワラ ヨウカツ E級 広島地区 一般

古屋敷 貢 フルヤシキ ミツグ E級 広島地区 一般

槙原 善明 マキハラ ヨシアキ E級 尾三地区 一般

正川 和寿 マサカワ カズヒサ E級 呉地区 一般

松尾 直幸 マツオ ナオユキ E級 呉地区 一般

真邊 一輝 マナベ カズキ E級 福山地区 一般

丸本 秀 マルモト シュウ E級 尾三地区 一般

三浦 修司 ミウラ シュウジ E級 尾三地区 一般

水本 尚志 ミズモト ヒサシ E級 呉地区 一般

道原 晃司 ミチハラ コウジ E級 尾三地区 一般

宮里 真容子 ミヤサト マユコ E級 呉地区 一般

村上 直希 ムラカミ ナオキ E級 広島地区 一般

森 拓磨 モリ タクマ E級 広島地区 一般

森木 悠滋 モリキ ユウジ E級 広島地区 一般

諸岡 徹 モロオカ トオル E級 広島地区 一般

門出 剛 モンデ ツヨシ E級 呉地区 一般

安田 誠 ヤスダ マコト E級 広島地区 一般

横畠 敏信 ヨコハタ トシノブ E級 呉地区 一般

吉井 英毅 ヨシイ エイキ E級 尾三地区 一般

寄実 由紀夫 ヨリザネ ユキオ E級 広島地区 一般

若狭 吏規 ワカサ リキ E級 尾三地区 一般

和田 浩志 ワダ ヒロシ E級 広島地区 一般

※背景色有りは、受講義務の更新講習会完了者とするU18一般



カテゴリー別一覧

氏名（漢字） 氏名（カナ） ランク 地区 カテゴリー

大谷 英紀 オオタニ ヒデノリ S級 広島地区 U18

三島 彩 ミシマ アヤ A級 尾三地区 U18

小野塚 慎一郎 オノヅカ シンイチロウ B級 福山地区 U18

北川 祐大 キタガワ ユウダイ B級 広島地区 U18

熊本 裕一朗 クマモト ユウイチロウ B級 広島地区 U18

中原 迅 ナカハラ ジン B級 尾三地区 U18

中村 飛翔 ナカムラ ツバサ B級 広島地区 U18

平義 隆雄 ヒラギ タカオ B級 尾三地区 U18

前藤 絵真 マエトウ エミ B級 県北地区 U18

山本 風太 ヤマモト フウタ B級 広島地区 U18

秋吉 秀則 アキヨシ ヒデノリ C級 広島地区 U18

小豆澤 崇 アズキザワ ソウ C級 福山地区 U18

市田 雅明 イチダ マサアキ C級 広島地区 U18

占部 秀孝 ウラベ ヒデタカ C級 福山地区 U18

大井 洋平 オオイ ヨウヘイ C級 広島地区 U18

大瀬 元貴 オオセ モトキ C級 広島地区 U18

小原 健太 オバラ ケンタ C級 呉地区 U18

尾村 多絃 オムラ タオ C級 広島地区 U18

笠谷 駿 カサタニ シュン C級 呉地区 U18

金井 雄也 カナイ ユウヤ C級 広島地区 U18

神本 康弘 カミモト ヤスヒロ C級 県北地区 U18

北川 浩三 キタガワ コウソウ C級 広島地区 U18

北村 泰規 キタムラ ヤスノリ C級 広島地区 U18

木村 竜也 キムラ タツヤ C級 呉地区 U18

黒本 篤叔 クロモト アツヨシ C級 広島地区 U18

桑田 和久 クワダ カズヒサ C級 福山地区 U18

講崎 和洋 コウザキ カズヒロ C級 呉地区 U18

後藤 皐汰 ゴトウ コウタ C級 福山地区 U18

三王 優貴 サンオウ ユウキ C級 広島地区 U18

高野 法雄 タカノ ノリオ C級 県北地区 U18

竹内 智己 タケウチ トモミ C級 尾三地区 U18

手島 祥平 テシマ ショウヘイ C級 広島地区 U18

寺田 蒼生 テラダ ソウ C級 広島地区 U18

戸田 範之 トダ ノリユキ C級 尾三地区 U18

寅尾 陽一 トラオ ヨウイチ C級 尾三地区 U18

中原 伊久美 ナカハラ イクミ C級 尾三地区 U18

花野木 政信 ハナノキ マサノブ C級 広島地区 U18

平田 州正 ヒラタ シュウセイ C級 福山地区 U18

福田 洋平 フクダ ヨウヘイ C級 広島地区 U18

松本 尚子 マツモト ナオコ C級 福山地区 U18

宮木 孝 ミヤキ タカシ C級 広島地区 U18

室積 卓也 ムロズミ タクヤ C級 尾三地区 U18

山崎 翔太郎 ヤマサキ ショウタロウ C級 広島地区 U18

山高 勇樹 ヤマタカ ユウキ C級 広島地区 U18

横田 学 ヨコタ マナブ C級 広島地区 U18

吉岡 康元 ヨシオカ ヤスユキ C級 福山地区 U18

赤尾 元 アカオ ハジメ D級 広島地区 U18

秋吉 秀哉 アキヨシ ヒデヤ D級 広島地区 U18

足立 孝太 アダチ コウタ D級 広島地区 U18

池本 克勢 イケモト カツナリ D級 広島地区 U18

※背景色有りは、受講義務の更新講習会完了者とする一般U18
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氏名（漢字） 氏名（カナ） ランク 地区 カテゴリー

稲田 博之 イナダ ヒロユキ D級 広島地区 U18

井ノ塚 壮 イノツカ ソウ D級 広島地区 U18

井早 翼 イハヤ ツバサ D級 広島地区 U18

畝本 奈穂 ウネモト ナオ D級 福山地区 U18

大亀 果歩 オオガメ カホ D級 福山地区 U18

岡 伸樹 オカ ノブキ D級 呉地区 U18

岡田 彩 オカダ アヤ D級 福山地区 U18

小川 征児 オガワ セイジ D級 広島地区 U18

小田 拓都 オダ タクト D級 呉地区 U18

亀田 哲 カメダ アキラ D級 尾三地区 U18

川口 友香 カワグチ トモカ D級 尾三地区 U18

菊地 貴明 キクチ タカアキ D級 広島地区 U18

木坂 啓亮 キサカ ケイスケ D級 広島地区 U18

木原 誠二 キハラ セイジ D級 尾三地区 U18

國岡 沙奈 クニオカ サナ D級 福山地区 U18

黒田 琉稀 クロダ リュウキ D級 広島地区 U18

小林 洸太 コバヤシ コウタ D級 広島地区 U18

小林 千夏 コバヤシ チナツ D級 広島地区 U18

榊原 隼 サカキバラ ハヤト D級 広島地区 U18

崎家 岳 サキイエ ガク D級 広島地区 U18

佐々井 雄大 ササイ ユウダイ D級 福山地区 U18

佐々木 真一 ササキ シンイチ D級 広島地区 U18

高橋 訓 タカハシ サトシ D級 広島地区 U18

田川 佳人 タガワ ヨシヒト D級 広島地区 U18

立道 明大 タテミチ アキヒロ D級 広島地区 U18

津村 茂 ツムラ シゲル D級 福山地区 U18

土井長 拓磨 ドイナガ タクマ D級 広島地区 U18

徳山 浩志 トクヤマ ヒロシ D級 広島地区 U18

中木 俊宏 ナカキ トシヒロ D級 県北地区 U18

中田 翔平 ナカタ ショウヘイ D級 呉地区 U18

仁井 俊輔 ニイ シュンスケ D級 広島地区 U18

西尾 友貴 ニシオ トモキ D級 広島地区 U18

西本 宏典 ニシモト ヒロノリ D級 広島地区 U18

橋本 真 ハシモト シン D級 尾三地区 U18

畑口 紗絵香 ハタグチ サエカ D級 広島地区 U18

濱田 志郎 ハマダ シロウ D級 広島地区 U18

樋口 健吾 ヒグチ ケンゴ D級 福山地区 U18

福島 拓弥 フクシマ タクヤ D級 広島地区 U18

福田 野々花 フクダ ノノカ D級 尾三地区 U18

古舘 忠行 フルタチ タダユキ D級 広島地区 U18

真東 利亘 マヒガシ トシノブ D級 福山地区 U18

水元 亮 ミズモト リョウ D級 尾三地区 U18

皆川 幸子 ミナカワ サチコ D級 広島地区 U18

三牧 実侑 ミマキ ミウ D級 福山地区 U18

森原 勝 モリハラ ショウ D級 広島地区 U18

保田 正昭 ヤスダ マサアキ D級 福山地区 U18

行武 長治 ユキタケ ナガハル D級 呉地区 U18

吉田 逸郎 ヨシダ イツロウ D級 広島地区 U18

吉津 孝昭 ヨシヅ タカアキ D級 福山地区 U18

青本 和樹 アオモト カズキ E級 福山地区 U18

※背景色有りは、受講義務の更新講習会完了者とするU18U18



カテゴリー別一覧

氏名（漢字） 氏名（カナ） ランク 地区 カテゴリー

井嶋 真司 イジマ シンジ E級 広島地区 U18

井上 創太 イノウエ ソウタ E級 福山地区 U18

上田 仁 ウエダ ヒトシ E級 県北地区 U18

浦上 ゆきな ウラカミ ユキナ E級 福山地区 U18

大平 慎一 オオヒラ シンイチ E級 県北地区 U18

小笠原 諒 オガサワラ リョウ E級 広島地区 U18

岡田 裕介 オカダ ユウスケ E級 広島地区 U18

小原 明莉 オバラ アカリ E級 尾三地区 U18

金満 瑞樹 カネミツ ミズキ E級 尾三地区 U18

金盛 福大 カネモリ サチヒロ E級 広島地区 U18

河上 幸太朗 カワカミ コウタロウ E級 福山地区 U18

川崎 浩三 カワサキ ヒロソウ E級 呉地区 U18

神野 光輝 カンノ コウキ E級 福山地区 U18

北川 泰三 キタガワ タイゾウ E級 福山地区 U18

國岡 義広 クニオカ ヨシヒロ E級 福山地区 U18

熊本 健二 クマモト ケンジ E級 広島地区 U18

興梠 明子 コウロキ アキコ E級 県北地区 U18

越間 紫音 コシマ シオン E級 広島地区 U18

壽 信也 コトブキ シンヤ E級 広島地区 U18

古原 勇希 コバラ ユウキ E級 県北地区 U18

小松 広道 コマツ ヒロミチ E級 広島地区 U18

近藤 裕貴 コンドウ ユウキ E級 広島地区 U18

齋藤 拓人 サイトウ タクト E級 広島地区 U18

坂本 瑞輝 サカモト ミズキ E級 広島地区 U18

坂本 祐典 サカモト ユウスケ E級 福山地区 U18

佐々木 拓磨 ササキ タクマ E級 広島地区 U18

佐藤 大起 サトウ ダイキ E級 広島地区 U18

三王 汐 サンオウ ウシオ E級 福山地区 U18

塩崎 夏実 シオザキ ナツミ E級 福山地区 U18

正堂 紗貴 ショウドウ サキ E級 広島地区 U18

塩飽 弘芳 シワク ヒロヨシ E級 福山地区 U18

菅原 尚隆 スガハラ ナオタカ E級 尾三地区 U18

関 心春 セキ コハル E級 呉地区 U18

高野 耕一郎 タカノ コウイチロウ E級 広島地区 U18

竹内 優香 タケウチ ユウカ E級 広島地区 U18

多田 光一 タダ コウイチ E級 尾三地区 U18

玉里 優弥 タマリ ユウヤ E級 広島地区 U18

椿 里菜 ツバキ リナ E級 広島地区 U18

徳満 隆人 トクミツ リュウト E級 広島地区 U18

年藤 健史 トシトウ タケシ E級 尾三地区 U18

中野 凌 ナカノ リョウ E級 広島地区 U18

中増 萌 ナカマス モエ E級 広島地区 U18

能海 赳 ノウミ タケル E級 広島地区 U18

野村 卓矢 ノムラ タクヤ E級 広島地区 U18

花岡 丈彦 ハナオカ タケヒコ E級 広島地区 U18

原 未来斗 ハラ ミクト E級 県北地区 U18

弘中 伸治朗 ヒロナカ シンジロウ E級 福山地区 U18

福島 昭宏 フクシマ アキヒロ E級 福山地区 U18

船田 晟登 フナダ アキト E級 広島地区 U18

松原 圭佑 マツバラ ケイスケ E級 広島地区 U18

※背景色有りは、受講義務の更新講習会完了者とするU18U18



カテゴリー別一覧

氏名（漢字） 氏名（カナ） ランク 地区 カテゴリー

宮奥 凜 ミヤオク リン E級 広島地区 U18

村井 龍太郎 ムライ リュウタロウ E級 広島地区 U18

森川 慶人 モリカワ ケイト E級 呉地区 U18

森脇 幸之助 モリワキ コウノスケ E級 呉地区 U18

矢島 弘之 ヤジマ ヒロユキ E級 広島地区 U18

八谷 智隆 ヤタガイ トモタカ E級 広島地区 U18

山崎 桜蔵 ヤマザキ サクラ E級 県北地区 U18

山下 裕也 ヤマシタ ユウヤ E級 広島地区 U18

吉田 正秀 ヨシダ マサヒデ E級 広島地区 U18

渡邉 優翔 ワタナベ ユウト E級 広島地区 U18

※背景色有りは、受講義務の更新講習会完了者とするU18U18



カテゴリー別一覧

氏名（漢字） 氏名（カナ） ランク 地区 カテゴリー

市川 雄介 イチカワ ユウスケ S級 広島地区 U15

望月 公平 モチヅキ コウヘイ A級 広島地区 U15

森原 隆 モリハラ タカシ A級 広島地区 U15

池田 誠司 イケダ セイジ B級 広島地区 U15

教誓 祐二郎 キョウセイ ユウジロウ B級 広島地区 U15

坂本 篤宏 サカモト シゲヒロ B級 尾三地区 U15

新谷 正輝 シンタニ マサキ B級 尾三地区 U15

谷原 徹也 タニハラ テツヤ B級 県北地区 U15

藤 潤次 トウ ジュンジ B級 尾三地区 U15

日浦 克也 ヒウラ カツナリ B級 広島地区 U15

松本 陽介 マツモト ヨウスケ B級 広島地区 U15

宮崎 拓 ミヤザキ タク B級 広島地区 U15

青木 智哉 アオキ トモヤ C級 福山地区 U15

秋本 豪 アキモト タケシ C級 広島地区 U15

池田 武志 イケダ タケシ C級 広島地区 U15

大中 亮平 オオナカ リョウヘイ C級 広島地区 U15

大橋 舞人 オオハシ マイト C級 福山地区 U15

大山 智恵美 オオヤマ チエミ C級 福山地区 U15

梶山 篤 カジヤマ アツシ C級 呉地区 U15

加藤 慎也 カトウ シンヤ C級 広島地区 U15

川崎 雄峰 カワサキ ユウホウ C級 福山地区 U15

来山 英明 キタヤマ ヒデアキ C級 広島地区 U15

樹山 廣之 キヤマ ヒロユキ C級 呉地区 U15

河野 貴紀 コウノ タカノリ C級 広島地区 U15

小倉石 一哉 コクライシ カズヤ C級 福山地区 U15

今野 大輔 コンノ ダイスケ C級 広島地区 U15

佐々木 敦 ササキ アツシ C級 広島地区 U15

佐々木 克己 ササキ カツミ C級 呉地区 U15

佐藤 彰洋 サトウ アキヒロ C級 福山地区 U15

三田 あや サンダ アヤ C級 福山地区 U15

宍戸 優太 シシド ユウタ C級 呉地区 U15

住谷 貴光 スミヤ タカミツ C級 広島地区 U15

高橋 幸太 タカハシ コウタ C級 福山地区 U15

竹島 和之 タケシマ カズユキ C級 広島地区 U15

寺岡 稔博 テラオカ トシヒロ C級 福山地区 U15

富永 笑陽 トミナガ エミヤ C級 呉地区 U15

中司 皓太 ナカツカ コウタ C級 広島地区 U15

浜田 真司 ハマダ シンジ C級 広島地区 U15

原 雅毅 ハラ マサタカ C級 広島地区 U15

福永 隆行 フクナガ タカユキ C級 福山地区 U15

増田 周太 マスダ シュウタ C級 広島地区 U15

松浦 淳 マツウラ アツシ C級 尾三地区 U15

松尾 秀樹 マツオ ヒデキ C級 尾三地区 U15

松本 慎司 マツモト シンジ C級 呉地区 U15

山本 晶 ヤマモト ショウ C級 広島地区 U15

秋田 智恵 アキタ トモエ D級 広島地区 U15

穴水 優也 アナミズ ユウヤ D級 広島地区 U15

有間 宏史 アリマ ヒロシ D級 県北地区 U15

井戸 伸一 イド シンイチ D級 広島地区 U15

岩田 真一 イワタ シンイチ D級 尾三地区 U15

※背景色有りは、受講義務の更新講習会完了者とするU15U15



カテゴリー別一覧

氏名（漢字） 氏名（カナ） ランク 地区 カテゴリー

上岡 正直 ウエオカ マサナオ D級 広島地区 U15

植木 誉守 ウエキ ヨシモリ D級 広島地区 U15

大浦 祐斗 オオウラ ユウト D級 広島地区 U15

大下 和郎 オオシタ カズロウ D級 広島地区 U15

大槻 清一 オオツキ キヨカズ D級 県北地区 U15

大山 浩平 オオヤマ コウヘイ D級 福山地区 U15

岡本 克哉 オカモト カツヤ D級 尾三地区 U15

奥屋 彰 オクヤ アキラ D級 広島地区 U15

小田 実 オダ ミノル D級 広島地区 U15

梶谷 寛士 カジタニ ヒロシ D級 広島地区 U15

片山 新 カタヤマ アラタ D級 尾三地区 U15

片山 聡 カタヤマ サトシ D級 福山地区 U15

鎌田 正幸 カマダ マサユキ D級 呉地区 U15

上笹 智也 カミササ トモヤ D級 福山地区 U15

川崎 悟 カワサキ サトル D級 広島地区 U15

北林 鉄也 キタバヤシ テツヤ D級 広島地区 U15

北村 紳 キタムラ シン D級 福山地区 U15

北村 友哉 キタムラ トモヤ D級 福山地区 U15

木下 宏二 キノシタ コウジ D級 尾三地区 U15

倉光 健司 クラミツ ケンジ D級 広島地区 U15

河内 哲志 コウチ テツシ D級 県北地区 U15

五反田 健介 ゴタンダ ケンスケ D級 広島地区 U15

坂本 徹也 サカモト テツヤ D級 広島地区 U15

佐々木 将仁 ササキ マサヒト D級 福山地区 U15

清水 秋穂 シミズ アキホ D級 広島地区 U15

下平 真実 シモヒラ マサミ D級 広島地区 U15

白水 良尚 シラミズ ヨシヒサ D級 福山地区 U15

杉原 弘 スギハラ ヒロシ D級 福山地区 U15

高木 結子 タカギ ユウコ D級 福山地区 U15

竹内 俊介 タケウチ シュンスケ D級 福山地区 U15

竹岡 雅登 タケオカ マサト D級 広島地区 U15

伊達 正貴 ダテ マサキ D級 広島地区 U15

堂久保 敬太 ドウクボ ケイタ D級 尾三地区 U15

戸田 康之 トダ ヤスユキ D級 尾三地区 U15

長井 嵐 ナガイ アラシ D級 尾三地区 U15

長友 康城 ナガトモ コウキ D級 福山地区 U15

中村 賢太郎 ナカムラ ケンタロウ D級 呉地区 U15

中村 徹志 ナカムラ テツシ D級 県北地区 U15

中村 成宏 ナカムラ ナリヒロ D級 呉地区 U15

新田 正博 ニッタ マサヒロ D級 広島地区 U15

沼井 公啓 ヌマイ タカヒロ D級 広島地区 U15

浜中 祐一 ハマナカ ユウイチ D級 広島地区 U15

林 輝彦 ハヤシ テルヒコ D級 県北地区 U15

原田 文男 ハラダ フミオ D級 広島地区 U15

東迫 克 ヒガシサコ マサル D級 広島地区 U15

廣田 喬則 ヒロタ タカノリ D級 福山地区 U15

福澤 彦明 フクザワ ヒロアキ D級 尾三地区 U15

藤井 晃子 フジイ アキコ D級 尾三地区 U15

藤井 夏樹 フジイ ナツキ D級 尾三地区 U15

椋田 起也 ムクダ タツヤ D級 広島地区 U15

※背景色有りは、受講義務の更新講習会完了者とするU15U15



カテゴリー別一覧

氏名（漢字） 氏名（カナ） ランク 地区 カテゴリー

村井 芳弘 ムライ ヨシヒロ D級 広島地区 U15

村武 亨 ムラタケ トオル D級 広島地区 U15

森垣 雅俊 モリガキ マサトシ D級 呉地区 U15

森福 孝志 モリフク タカシ D級 呉地区 U15

矢倉 涼 ヤクラ リョウ D級 呉地区 U15

柳川 拓也 ヤナガワ タクヤ D級 広島地区 U15

山下 大輔 ヤマシタ ダイスケ D級 福山地区 U15

山手 寄喜宏 ヤマテ ヨキヒロ D級 福山地区 U15

湯浅 弘毅 ユアサ コウキ D級 県北地区 U15

渡邉 拓斗 ワタナベ タクト D級 広島地区 U15

石岡 歩 イシオカ アユム E級 広島地区 U15

井林 雅美 イバヤシ マサミ E級 広島地区 U15

岩見 拓磨 イワミ タクマ E級 福山地区 U15

牛尾 彰宏 ウシオ アキヒロ E級 呉地区 U15

内田 悠介 ウチダ ユウスケ E級 尾三地区 U15

大場 渉 オオバ ワタル E級 呉地区 U15

大濱 康弘 オオハマ ヤスヒロ E級 呉地区 U15

小笠原 諄 オガサワラ アツシ E級 広島地区 U15

岡村 修二 オカムラ シュウジ E級 呉地区 U15

岡本 真一 オカモト シンイチ E級 広島地区 U15

小川 結生 オガワ ユウ E級 広島地区 U15

奥作 太毅 オクサク タイキ E級 広島地区 U15

奥田 耕平 オクダ コウヘイ E級 福山地区 U15

勝矢 務 カツヤ ツトム E級 広島地区 U15

加美田 祐也 カミタ ユウヤ E級 広島地区 U15

川口 健太 カワグチ ケンタ E級 広島地区 U15

河村 春奈 カワムラ ハルナ E級 福山地区 U15

國枝 隆 クニエダ タカシ E級 福山地区 U15

國重 如美 クニシゲ ユキミ E級 福山地区 U15

栗林 佑介 クリバヤシ ユウスケ E級 福山地区 U15

栗間 茂樹 クリマ シゲキ E級 尾三地区 U15

小池 陽大 コイケ ヨウダイ E級 広島地区 U15

後藤 広也 ゴトウ ヒロヤ E級 福山地区 U15

近藤 裕司 コンドウ ユウジ E級 広島地区 U15

佐伯 貴昭 サエキ タカアキ E級 県北地区 U15

櫻井 収一 サクライ シュウイチ E級 広島地区 U15

眞田 康成 サナダ ヤスナリ E級 福山地区 U15

澤原 一憲 サワハラ カズノリ E級 呉地区 U15

島原 佑介 シマバラ ユウスケ E級 福山地区 U15

下川 高広 シモカワ タカヒロ E級 福山地区 U15

庄垣内 優直 ショウガキウチ ヒロナオ E級 広島地区 U15

正堂 明日香 ショウドウ アスカ E級 広島地区 U15

塩飽 大地 シワク ダイチ E級 福山地区 U15

杉原 悠良 スギハラ ユラ E級 広島地区 U15

瀬沢 真範 セザワ マサノリ E級 県北地区 U15

大丸 貴正 ダイマル タカマサ E級 県北地区 U15

平 洋太 タイラ ヨウタ E級 福山地区 U15

垰田 義彰 タオダ ヨシアキ E級 広島地区 U15

高橋 愛実 タカハシ アミ E級 呉地区 U15

田口 晋 タグチ ススム E級 広島地区 U15

※背景色有りは、受講義務の更新講習会完了者とするU15U15



カテゴリー別一覧

氏名（漢字） 氏名（カナ） ランク 地区 カテゴリー

竹下 郁哉 タケシタ フミヤ E級 広島地区 U15

田中 美香 タナカ ミカ E級 広島地区 U15

谷 直樹 タニ ナオキ E級 広島地区 U15

寺廻 唯 テラマワリ ユイ E級 広島地区 U15

富松 笑梨 トミマツ エリ E級 広島地区 U15

中井 一之祐 ナカイ イチノスケ E級 県北地区 U15

長尾 強司 ナガオ キョウジ E級 広島地区 U15

中村 和真 ナカムラ カズマ E級 呉地区 U15

西本 健航 ニシモト ケンコウ E級 呉地区 U15

西山 花歩 ニシヤマ カホ E級 尾三地区 U15

野上 哲男 ノガミ テツオ E級 呉地区 U15

箱崎 未来 ハコザキ ミライ E級 尾三地区 U15

橋岡 駿佑 ハシオカ シュンスケ E級 広島地区 U15

橋本 三嗣 ハシモト ミツグ E級 広島地区 U15

ハバコン クリスチャン ハバコン クリスチャン E級 広島地区 U15

濱川 優 ハマカワ ユウ E級 広島地区 U15

濱本 幸男 ハマモト ユキオ E級 広島地区 U15

平田 伸宏 ヒラタ ノブヒロ E級 呉地区 U15

福田 悠月 フクダ ユヅキ E級 尾三地区 U15

藤井 雄斗 フジイ ユウト E級 呉地区 U15

渕上 浩一 フチガミ コウイチ E級 福山地区 U15

保里 拓樹 ホリ ヒロキ E級 広島地区 U15

松本 翔平 マツモト ショウヘイ E級 広島地区 U15

間東 紀充 マヒガシ ノリミツ E級 福山地区 U15

丸川 剛史 マルカワ ツヨシ E級 呉地区 U15

溝口 恭生 ミゾグチ キョウセイ E級 広島地区 U15

宮原 健太 ミヤハラ ケンタ E級 福山地区 U15

三好 雅樹 ミヨシ マサキ E級 福山地区 U15

村上 恵悟 ムラカミ ケイゴ E級 広島地区 U15

村上 健太 ムラカミ ケンタ E級 広島地区 U15

村上 晃史 ムラカミ コウジ E級 広島地区 U15

望月 慶輔 モチヅキ ケイスケ E級 広島地区 U15

森脇 貴 モリワキ タカシ E級 広島地区 U15

門田 真太郎 モンデン シンタロウ E級 福山地区 U15

山縣 直也 ヤマガタ ナオヤ E級 広島地区 U15

山崎 大輔 ヤマサキ ダイスケ E級 福山地区 U15

山下 海 ヤマシタ カイ E級 福山地区 U15

山中 翔吾 ヤマナカ ショウゴ E級 呉地区 U15

山本 香苗 ヤマモト カナエ E級 広島地区 U15

湯田 和敏 ユダ カズトシ E級 呉地区 U15

吉崎 理 ヨシザキ オサム E級 呉地区 U15

吉崎 綾汰 ヨシザキ リョウタ E級 広島地区 U15

柳幸 伸輔 リュウコウ シンスケ E級 広島地区 U15

割鞘 泰夫 ワリサヤ ヤスオ E級 福山地区 U15

※背景色有りは、受講義務の更新講習会完了者とするU15U15



カテゴリー別一覧

氏名（漢字） 氏名（カナ） ランク 地区 カテゴリー

江草 渉 エグサ ワタル B級 福山地区 U12

掛田 智花 カケダ チカ B級 広島地区 U12

片山 明子 カタヤマ アキコ B級 福山地区 U12

河村 孝啓 カワムラ タカヒロ B級 広島地区 U12

小林 弘典 コバヤシ ヒロノリ B級 広島地区 U12

高梨 保樹 タカナシ ヤスキ B級 広島地区 U12

竹田 明男 タケダ アキオ B級 広島地区 U12

谷野 弘明 タニノ ヒロアキ B級 広島地区 U12

津田 大貴 ツダ ダイキ B級 広島地区 U12

花岡 幸世 ハナオカ ユキヨ B級 県北地区 U12

林 聡洋 ハヤシ アキヒロ B級 広島地区 U12

松本 雅司 マツモト マサシ B級 広島地区 U12

三宅 邦明 ミヤケ クニアキ B級 福山地区 U12

宮本 雅也 ミヤモト マサヤ B級 福山地区 U12

山田 大将 ヤマダ ヒロマサ B級 福山地区 U12

吉武 裕 ヨシタケ ユタカ B級 広島地区 U12

井開 昇 イカイ ノボル C級 呉地区 U12

入川 新一 イリカワ シンイチ C級 広島地区 U12

岩田 憲和 イワタ ノリカズ C級 福山地区 U12

薄井 由実子 ウスイ ユミコ C級 広島地区 U12

江草 伸哉 エグサ シンヤ C級 福山地区 U12

梶山 泰弘 カジヤマ ヤスヒロ C級 広島地区 U12

片岡 義仁 カタオカ ヨシヒト C級 広島地区 U12

川崎 賢一 カワサキ ケンイチ C級 尾三地区 U12

京楽 淳一 キョウラク ジュンイチ C級 福山地区 U12

清原 秀之 キヨハラ ヒデユキ C級 呉地区 U12

久保 雄揮 クボ ユウキ C級 呉地区 U12

黒田 晋 クロダ ススム C級 呉地区 U12

齋藤 紀之 サイトウ ノリユキ C級 広島地区 U12

迫川 隆彦 サコガワ タカヒコ C級 福山地区 U12

瀬戸 剛 セト ツヨシ C級 広島地区 U12

高橋 督 タカハシ タダシ C級 呉地区 U12

高橋 毅士 タカハシ ツヨシ C級 広島地区 U12

田中 勉史 タナカ カツシ C級 尾三地区 U12

棚原 通 タナハラ トオル C級 呉地区 U12

鶴田 友康 ツルタ トモヤス C級 福山地区 U12

堂野 文男 ドウノ フミオ C級 呉地区 U12

中島 薫 ナカシマ カオル C級 広島地区 U12

中田 佳祐 ナカダ ケイスケ C級 県北地区 U12

中村 茂 ナカムラ シゲル C級 広島地区 U12

縄稚 昭敏 ナワチ アキトシ C級 福山地区 U12

西本 秀樹 ニシモト ヒデキ C級 広島地区 U12

西山 俊輝 ニシヤマ トシキ C級 尾三地区 U12

羽原 俊輔 ハバラ シュンスケ C級 広島地区 U12

濱本 紘典 ハマモト コウスケ C級 広島地区 U12

日笠 晴夫 ヒガサ ハルオ C級 福山地区 U12

平賀 翔子 ヒラガ ショウコ C級 呉地区 U12

藤田 裕司 フジタ ユウジ C級 呉地区 U12

藤本 芳之 フジモト ヨシユキ C級 尾三地区 U12

三輪 和太郎 ミワ ワタロウ C級 尾三地区 U12

※背景色有りは、受講義務の更新講習会完了者とするU12U12



カテゴリー別一覧

氏名（漢字） 氏名（カナ） ランク 地区 カテゴリー

門田 光史 モンデン ミツシ C級 福山地区 U12

山科 淳 ヤマシナ ジュン C級 尾三地区 U12

山本 拓己 ヤマモト タクミ C級 広島地区 U12

横山 辰徳 ヨコヤマ タツノリ C級 県北地区 U12

吉田 昭彦 ヨシダ アキヒコ C級 広島地区 U12

渡辺 洋平 ワタナベ ヨウヘイ C級 広島地区 U12

東 裕二 アズマ ユウジ D級 福山地区 U12

池田 秀樹 イケダ ヒデキ D級 広島地区 U12

石坂 聡章 イシザカ トシアキ D級 呉地区 U12

石田 佳奈 イシダ カナ D級 福山地区 U12

石原 剛 イシハラ ゴウ D級 広島地区 U12

板垣 健次 イタガキ ケンジ D級 尾三地区 U12

伊藤 昌太郎 イトウ ショウタロウ D級 広島地区 U12

梅谷 祐二 ウメタニ ユウジ D級 尾三地区 U12

枝広 直之 エダヒロ ナオユキ D級 福山地区 U12

大浦 正道 オオウラ マサミチ D級 広島地区 U12

大倉 正寛 オオクラ マサヒロ D級 呉地区 U12

大橋 英樹 オオハシ ヒデキ D級 広島地区 U12

大原 友輝 オオハラ ユウキ D級 呉地区 U12

岡田 章宏 オカダ アキヒロ D級 尾三地区 U12

岡田 献 オカダ ケン D級 福山地区 U12

小野 耕二 オノ コウジ D級 福山地区 U12

加藤 太 カトウ フトシ D級 広島地区 U12

門脇 良人 カドワキ ヨシト D級 福山地区 U12

鎌田 隆臣 カマダ タカオミ D級 呉地区 U12

河相 博明 カワイ ヒロアキ D級 福山地区 U12

川崎 浩 カワサキ ヒロシ D級 呉地区 U12

城戸 僚汰 キド リョウタ D級 福山地区 U12

倉田 正人 クラタ マサト D級 福山地区 U12

桑野 慎太郎 クワノ シンタロウ D級 県北地区 U12

小林 誠 コバヤシ マコト D級 広島地区 U12

胡麻 大志 ゴマ タイシ D級 呉地区 U12

坂井 理恵 サカイ リエ D級 福山地区 U12

坂上 瞬 サカウエ シュン D級 福山地区 U12

坂本 博司 サカモト ヒロシ D級 福山地区 U12

佐竹 弘明 サタケ ヒロアキ D級 福山地区 U12

佐原 義澄 サハラ ヨシズミ D級 広島地区 U12

山藤 奈央 サントウ ナオ D級 尾三地区 U12

志田 良介 シダ リョウスケ D級 広島地区 U12

島谷 誠之進 シマタニ セイノシン D級 尾三地区 U12

新開 伸弘 シンガイ ノブヒロ D級 尾三地区 U12

杉原 真司 スギハラ シンジ D級 呉地区 U12

杉原 美香 スギハラ ミカ D級 尾三地区 U12

惣木 正雄 ソウキ マサオ D級 福山地区 U12

曽根 智 ソネ サトシ D級 福山地区 U12

高橋 美和子 タカハシ ミワコ D級 広島地区 U12

高橋 亮 タカハシ リョウ D級 広島地区 U12

竹葉 勝弘 タケバ カツヒロ D級 福山地区 U12

立岡 法真 タテオカ ノリマサ D級 広島地区 U12

田所 正 タドコロ タダシ D級 呉地区 U12

※背景色有りは、受講義務の更新講習会完了者とするU12U12



カテゴリー別一覧

氏名（漢字） 氏名（カナ） ランク 地区 カテゴリー

玉置 知佳子 タマオキ チカコ D級 広島地区 U12

田村 勝 タムラ マサル D級 呉地区 U12

地川 浩司 チカワ コウジ D級 広島地区 U12

樗木 豊 チシャキ ユタカ D級 広島地区 U12

津田 敏子 ツダ トシコ D級 広島地区 U12

坪川 喜代伸 ツボカワ キヨノブ D級 呉地区 U12

中島 大陸 ナカシマ ダイチ D級 広島地区 U12

仲田 祐介 ナカタ ユウスケ D級 呉地区 U12

新本 惣一朗 ニイモト ソウイチロウ D級 広島地区 U12

西山 晴之 ニシヤマ ハルユキ D級 福山地区 U12

濱田 西紀 ハマダ セイキ D級 広島地区 U12

原田 裕也 ハラダ ヒロヤ D級 尾三地区 U12

東 一伸 ヒガシ カズノブ D級 広島地区 U12

東山 雄作 ヒガシヤマ ユウサク D級 広島地区 U12

廣井 翔伍 ヒロイ ショウゴ D級 尾三地区 U12

藤井 麻子 フジイ アサコ D級 広島地区 U12

藤井 順二 フジイ ジュンジ D級 広島地区 U12

舛田 かおり マスダ カオリ D級 県北地区 U12

松田 大 マツダ ダイ D級 呉地区 U12

松本 雷太郎 マツモト ライタロウ D級 広島地区 U12

松屋 万記 マツヤ マキ D級 広島地区 U12

三原 友紀 ミハラ ユウキ D級 福山地区 U12

宮谷 航平 ミヤタニ コウヘイ D級 福山地区 U12

三次 希恒 ミヨシ キコウ D級 広島地区 U12

安永 英彦 ヤスナガ ヒデヒコ D級 広島地区 U12

山本 研一 ヤマモト ケンイチ D級 広島地区 U12

山本 聖仁 ヤマモト セイジ D級 福山地区 U12

山本 剛 ヤマモト ツヨシ D級 広島地区 U12

山本 芳幸 ヤマモト ヨシユキ D級 尾三地区 U12

柚本 清次 ユウモト セイジ D級 呉地区 U12

横田 光則 ヨコタ ミツノリ D級 呉地区 U12

横山 志穏 ヨコヤマ シオン D級 県北地区 U12

吉田 悦男 ヨシダ エツオ D級 呉地区 U12

吉本 敬秀 ヨシモト タカヒデ D級 福山地区 U12

若井 豪 ワカイ ツヨシ D級 福山地区 U12

相原 一夫 アイハラ カズオ E級 広島地区 U12

青山 琴音 アオヤマ コトネ E級 福山地区 U12

東 晶子 アズマ アキコ E級 福山地区 U12

池田 征幸 イケダ マサユキ E級 県北地区 U12

池田 祐樹 イケダ ユウキ E級 呉地区 U12

石川 慶 イシカワ ケイ E級 福山地区 U12

石川 啓史 イシカワ ヒロシ E級 福山地区 U12

石田 恭介 イシダ キョウスケ E級 呉地区 U12

石田 泰之 イシダ ヤスユキ E級 福山地区 U12

石原 隆博 イシハラ タカヒロ E級 広島地区 U12

石丸 貴浩 イシマル タカヒロ E級 呉地区 U12

石割 優貴 イシワリ ユウキ E級 呉地区 U12

伊藤 謙一 イトウ ケンイチ E級 広島地区 U12

井成 智江 イナリ チエ E級 呉地区 U12

井上 貴晴 イノウエ タカハル E級 県北地区 U12

※背景色有りは、受講義務の更新講習会完了者とするU12U12



カテゴリー別一覧

氏名（漢字） 氏名（カナ） ランク 地区 カテゴリー

井上 直 イノウエ ナオ E級 県北地区 U12

入川 由佳 イリカワ ユカ E級 広島地区 U12

岩佐 祐介 イワサ ユウスケ E級 福山地区 U12

岩田 幸子 イワタ サチコ E級 尾三地区 U12

植野 恒彦 ウエノ ツネヒコ E級 呉地区 U12

大賀 匠 オオガ タクミ E級 広島地区 U12

大形 真由子 オオガタ マユコ E級 広島地区 U12

大崎 哲男 オオサキ テツオ E級 呉地区 U12

大下 理永 オオシモ タダヒサ E級 県北地区 U12

大平 秀則 オオダイラ ヒデノリ E級 広島地区 U12

大竹 忠裕 オオタケ タダヒロ E級 広島地区 U12

大塚 尚志 オオツカ タカシ E級 広島地区 U12

大中 祐希 オオナカ ユキ E級 広島地区 U12

大成 孝司 オオナリ タカシ E級 呉地区 U12

大庭 光紀 オオバ ミツノリ E級 広島地区 U12

大林 学 オオバヤシ マナブ E級 呉地区 U12

小笠原 匡 オガサワラ タダシ E級 広島地区 U12

岡田 浩二 オカダ コウジ E級 広島地区 U12

岡田 伸明 オカダ ノブアキ E級 広島地区 U12

岡田 博明 オカダ ヒロアキ E級 福山地区 U12

緒方 祐二 オガタ ユウジ E級 広島地区 U12

岡野 隼也 オカノ ジュンヤ E級 福山地区 U12

岡本 一郎 オカモト イチロウ E級 広島地区 U12

岡本 勇樹 オカモト ユウキ E級 広島地区 U12

岡本 善幸 オカモト ヨシユキ E級 広島地区 U12

尾川 詩夏 オガワ シイナ E級 福山地区 U12

小川 剛史 オガワ ツヨシ E級 呉地区 U12

奥宮 伸吾 オクミヤ シンゴ E級 広島地区 U12

小田 亜季 オダ アキ E級 広島地区 U12

越智 奈保子 オチ ナホコ E級 尾三地区 U12

鬼木 愛 オニキ アイ E級 広島地区 U12

小野 裕介 オノ ユウスケ E級 福山地区 U12

柏原 享平 カシハラ キョウヘイ E級 尾三地区 U12

片桐 忠 カタギリ アツシ E級 広島地区 U12

片桐 毅 カタギリ タケシ E級 広島地区 U12

門脇 沙貴 カドワキ サキ E級 福山地区 U12

兼好 佑慈 カネヨシ ユウジ E級 広島地区 U12

上小田 昌史 カミオダ マサフミ E級 広島地区 U12

上原 正嗣 カミハラ マサツグ E級 県北地区 U12

河合 雅人 カワイ マサト E級 広島地区 U12

川崎 伸之 カワサキ ノブユキ E級 広島地区 U12

河崎 雄太 カワサキ ユウタ E級 広島地区 U12

河田 朔也 カワダ サクヤ E級 広島地区 U12

川原 孝徳 カワハラ タカノリ E級 呉地区 U12

河本 達也 カワモト タツヤ E級 尾三地区 U12

神原 えり子 カンバラ エリコ E級 福山地区 U12

北尾 勇祐 キタオ ユウスケ E級 広島地区 U12

来山 桂子 キタヤマ ケイコ E級 福山地区 U12

木村 敏男 キムラ トシオ E級 尾三地区 U12

木村 俊英 キムラ トシヒデ E級 広島地区 U12

※背景色有りは、受講義務の更新講習会完了者とするU12U12



カテゴリー別一覧

氏名（漢字） 氏名（カナ） ランク 地区 カテゴリー

久藤 玄明 クドウ ハルアキ E級 尾三地区 U12

久保 康子 クボ ヤスコ E級 広島地区 U12

小島 正和 コジマ マサカズ E級 呉地区 U12

古林 幸二 コバヤシ コウジ E級 福山地区 U12

五明 宏章 ゴミョウ ヒロアキ E級 呉地区 U12

小山 空高 コヤマ ソラタカ E級 広島地区 U12

小山 真史 コヤマ マサシ E級 広島地区 U12

近藤 喬紀 コンドウ タカノリ E級 福山地区 U12

佐伯 典昭 サイキ ノリアキ E級 広島地区 U12

齊藤 卓 サイトウ スグル E級 広島地区 U12

坂井 綾乃 サカイ アヤノ E級 広島地区 U12

坂井 秀太郎 サカイ シュウタロウ E級 尾三地区 U12

坂井 良太郎 サカイ リョウタロウ E級 広島地区 U12

坂田 友之 サカタ トモユキ E級 広島地区 U12

坂本 東子 サカモト トウコ E級 広島地区 U12

相良 学志 サガラ タカユキ E級 広島地区 U12

佐々本 裕之 ササモト ヒロユキ E級 福山地区 U12

貞森 優 サダモリ スグル E級 広島地区 U12

佐藤 順 サトウ スナオ E級 広島地区 U12

佐藤 亮太 サトウ リョウタ E級 福山地区 U12

澤田 和昌 サワダ カズマサ E級 呉地区 U12

塩崎 由香里 シオザキ ユカリ E級 広島地区 U12

重藤 純一 シゲトウ ジュンイチ E級 広島地区 U12

志田 元宏 シダ モトヒロ E級 呉地区 U12

下 哲也 シモ テツヤ E級 福山地区 U12

下河原 佳穂 シモガワラ カホ E級 呉地区 U12

塩飽 和弘 シワク カズヒロ E級 福山地区 U12

新宅 剛士 シンタク ツヨシ E級 尾三地区 U12

新谷 勝治 シンタニ カツハル E級 尾三地区 U12

末廣 憲二 スエヒロ ケンジ E級 広島地区 U12

杉山 高志 スギヤマ タカシ E級 広島地区 U12

住元 桂子 スミモト ケイコ E級 福山地区 U12

高垣 努 タカガキ ツトム E級 尾三地区 U12

高根 成良 タカネ セイリョウ E級 広島地区 U12

竹川 幸之助 タケガワ コウノスケ E級 広島地区 U12

武田 美穂 タケダ ミホ E級 広島地区 U12

竹本 和行 タケモト カズユキ E級 広島地区 U12

田坂 淳 タサカ アツシ E級 広島地区 U12

立神 俊文 タツガミ トシフミ E級 福山地区 U12

田中 孝明 タナカ タカアキ E級 広島地区 U12

田原 弘人 タハラ ヒロト E級 福山地区 U12

檀上 英久 ダンジョウ ヒデヒサ E級 福山地区 U12

辻 禎仁 ツジ ヨシヒト E級 広島地区 U12

筒井 慎一 ツツイ シンイチ E級 広島地区 U12

寺尾 一樹 テラオ カズキ E級 福山地区 U12

寺戸 雄紀 テラド ユウキ E級 広島地区 U12

東鬼 琴羽 トウキ コトハ E級 呉地区 U12

豊田 和美 トヨタ カズミ E級 福山地区 U12

中井 徳昭 ナカイ ノリアキ E級 福山地区 U12

永井 康行 ナガイ ヤスユキ E級 福山地区 U12

※背景色有りは、受講義務の更新講習会完了者とするU12U12
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永澤 慶三 ナガサワ ケイゾウ E級 呉地区 U12

中島 浩恵 ナカシマ ヒロエ E級 広島地区 U12

中田 宣政 ナカタ ノブマサ E級 福山地区 U12

中谷 浩丈 ナカタニ ヒロタケ E級 呉地区 U12

中野 裕介 ナカノ ユウスケ E級 広島地区 U12

中村 勝樹 ナカムラ カツキ E級 福山地区 U12

中本 薫 ナカモト カオル E級 広島地区 U12

中本 成治 ナカモト セイジ E級 呉地区 U12

中矢 克徳 ナカヤ カツノリ E級 広島地区 U12

奈良野 経文 ナラノ ツネフミ E級 広島地区 U12

西島 啓央 ニシジマ ヒロヒサ E級 福山地区 U12

西本 雄一 ニシモト ユウイチ E級 広島地区 U12

西森 暢治 ニシモリ ヨウジ E級 呉地区 U12

蒐場 寿郎 ヌタバ トシロウ E級 広島地区 U12

沼田 康成 ヌマタ ヤスナリ E級 広島地区 U12

野添 和也 ノゾエ カズヤ E級 広島地区 U12

野添 将人 ノゾエ マサト E級 広島地区 U12

野原 淳 ノハラ ジュン E級 広島地区 U12

ハートレス 優羽 ハートレス ユウハ E級 広島地区 U12

橋本 昭宏 ハシモト アキヒロ E級 広島地区 U12

橋本 陽子 ハシモト ヨウコ E級 広島地区 U12

畠迫 文彦 ハタサコ フミヒコ E級 尾三地区 U12

濱本 聖也 ハマモト セイヤ E級 広島地区 U12

浜本 洋 ハマモト ヒロシ E級 広島地区 U12

日高 央裕 ヒダカ テルヒロ E級 広島地区 U12

平尾 渉 ヒラオ ワタル E級 福山地区 U12

平田 彩乃 ヒラタ アヤノ E級 福山地区 U12

平田 利江子 ヒラタ リエコ E級 福山地区 U12

廣川 雅之 ヒロカワ マサユキ E級 福山地区 U12

廣藤 裕子 ヒロフジ ユウコ E級 広島地区 U12

深見 若菜 フカミ ワカナ E級 広島地区 U12

福岡 博聖 フクオカ ヒロマサ E級 広島地区 U12

福島 彰宏 フクシマ アキヒロ E級 呉地区 U12

福嶋 学 フクシマ マナブ E級 県北地区 U12

福松 和恵 フクマツ カズエ E級 福山地区 U12

藤川 明延 フジカワ アキノブ E級 広島地区 U12

藤川 浩司 フジカワ コウジ E級 広島地区 U12

藤川 了太 フジカワ リョウタ E級 広島地区 U12

藤重 陽介 フジシゲ ヨウスケ E級 福山地区 U12

藤田 正雄 フジタ マサオ E級 広島地区 U12

藤田 祐子 フジタ ユウコ E級 広島地区 U12

藤原 勝典 フジワラ カツノリ E級 尾三地区 U12

藤原 拓真 フジワラ タクマ E級 広島地区 U12

古家 将吾 フルヤ ショウゴ E級 広島地区 U12

豊後 嘉紀 ブンゴ ヨシノリ E級 福山地区 U12

本間 裕子 ホンマ ユウコ E級 尾三地区 U12

前田 修弥 マエダ シュウヤ E級 福山地区 U12

前田 千代 マエダ チヨ E級 福山地区 U12

槇田 優香 マキタ ユウカ E級 尾三地区 U12

益本 哲也 マスモト テツヤ E級 広島地区 U12

※背景色有りは、受講義務の更新講習会完了者とするU12U12
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松井 瞬 マツイ シュン E級 広島地区 U12

松岡 基司 マツオカ モトシ E級 福山地区 U12

丸尾 奈緒子 マルオ ナオコ E級 広島地区 U12

三浦 健道 ミウラ ケンドウ E級 広島地区 U12

水本 一輝 ミズモト カズキ E級 呉地区 U12

三井 浩司 ミツイ ヒロシ E級 呉地区 U12

光島 正樹 ミツシマ マサキ E級 呉地区 U12

見土 唯 ミド ユイ E級 県北地区 U12

宮 裕子 ミヤ ユウコ E級 尾三地区 U12

宮本 崇史 ミヤモト タカシ E級 広島地区 U12

三好 映理子 ミヨシ エリコ E級 福山地区 U12

武藏 健裕 ムサシ タケヒロ E級 呉地区 U12

宗政 克徳 ムネマサ カツノリ E級 県北地区 U12

森 早香 モリ サヤカ E級 広島地区 U12

森 陽平 モリ ヨウヘイ E級 広島地区 U12

森田 征治 モリタ セイジ E級 福山地区 U12

安本 豊 ヤスモト ユタカ E級 広島地区 U12

矢野 愛子 ヤノ アイコ E級 尾三地区 U12

山口 勝裕 ヤマグチ カツヒロ E級 呉地区 U12

山口 大己 ヤマグチ ダイキ E級 呉地区 U12

山下 真以子 ヤマシタ マイコ E級 広島地区 U12

山下 睦 ヤマシタ ムツミ E級 広島地区 U12

山田 長政 ヤマダ ナガマサ E級 広島地区 U12

山田 祐介 ヤマダ ユウスケ E級 広島地区 U12

山根 雄司 ヤマネ ユウジ E級 広島地区 U12

山本 恵美子 ヤマモト エミコ E級 呉地区 U12

山本 真司 ヤマモト シンジ E級 福山地区 U12

山本 徹 ヤマモト トオル E級 呉地区 U12

山本 萌 ヤマモト モエ E級 広島地区 U12

湯免 和孝 ユウメン カズタカ E級 福山地区 U12

柚本 耕助 ユウモト コウスケ E級 呉地区 U12

吉岡 拓 ヨシオカ タク E級 広島地区 U12

吉岡 知紗 ヨシオカ チサ E級 広島地区 U12

吉崎 豊 ヨシザキ ユタカ E級 福山地区 U12

和木坂 竹史 ワキサカ タケシ E級 県北地区 U12

渡辺 綾子 ワタナベ アヤコ E級 呉地区 U12

渡辺 和彦 ワタナベ カズヒコ E級 尾三地区 U12

渡辺 崇 ワタナベ タカシ E級 広島地区 U12

※背景色有りは、受講義務の更新講習会完了者とするU12U12


