
2009.07.06現在
氏名 よみがな 所属先 年齢 生年月日

1 﨑本 智子 さきもと ともこ 日本食研 26 1983/01/28
2 川口 綾巳 かわぐち あやみ ウィングスＴＣ 24 1985/02/07
3 西 麻依子 にし まいこ 湘南ヴェルマーレ 24 1984/10/12
4 中西 真知子 なかにし まちこ 大阪府協会 *大阪 32 1976/09/19
5 久保田 早紀 くぼた さき 兵庫県協会 *兵庫 28 1981/05/29
6 古谷 あかね ふるたに あかね 愛知県協会 *和歌山 27 1981/09/30
7 高野 紀子 たかの  のりこ 兵庫県協会 *兵庫 31 1978/02/09
8 森本 奈々 もりもと なな 兵庫県協会 *兵庫 35 1974/07/07
9 中島 聖子 なかじま せいこ 兵庫県協会 *兵庫 29 1979/12/25
10 草薙 久美子 くさなぎ くみこ 愛知県協会 *大阪 26 1983/01/12
11 千歳 公子 せんざい きみこ 京都府協会 *京都 27 1982/01/19
12 中山 直美 なかやま なおみ 神奈川県連合 22 1990/11/29
13 高橋 史恵 たかはし ふみえ 大阪府協会 *大阪 28 1981/02/27

氏名 よみがな 所属先 年齢 生年月日
1 下村 幸平 しもむら こうへい JSS深井 *大阪 23 1985/09/24
2 佐藤 治伸 さとう はるのぶ 日本食研 30 1979/01/15
3 細田 貴茂 ほそだ たかし チームブレイブ 19 1989/12/27
4 小池 賢 こいけ けん 千葉県連合 30 1978/12/26
5 宇都宮 涼太 うつのみや りょうた 佐賀県協会 19 1989/07/16
6 原田 隆史 はらだ たかふみ 福岡県連合 32 1976/11/10
7 武友 潤 たけとも じゅん 福岡県連合 24 1984/09/17
8 原田 雄紀 はらだ ゆうき 専修大学／学連 22 1987/05/01
9 田中 潤 たなか じゅん 滋賀県協会 22 1986/10/12
10 古谷 純平 ふるや じゅんぺい 大阪府協会 *大阪 18 1991/05/18
11 辻 泰樹 つじ たいき 立命館大学／学連 *京都 21 1988/01/23
12 平野 司 ひらの つかさ 大阪府協会 *大阪 26 1983/04/28
13 岡 公記 おか こうき 学連 *大阪 21 1987/12/11
14 岩下 忠弘 いわした ただひろ 奈良県協会 *奈良 45 1964/06/25
15 松本 和大 まつもと かずひろ 奈良県協会 *奈良 28 1980/07/28
16 今西 強 いまにし つよし 奈良県協会 *奈良 31 1978/04/26
17 松下 昇平 まつした しょうへい 学連 *大阪 21 1988/03/09
18 石橋 健志 いしばし たけし 学連 *大阪 19 1989/08/26
19 中川 貴臣 なかがわ たかのり 奈良県協会 *奈良 42 1967/01/14
20 鳥居 敬之 とりい ひろゆき 和歌山県協会 *和歌山 30 1979/06/06
21 辻 圭一 つじ けいいち 学連 22 1987/05/22
22 田中 彰 たなか あきら 兵庫県協会 *兵庫 35 1973/10/17
23 能勢 毅 のせ たけし 奈良県協会 *奈良 31 1977/08/08
24 彦坂 哲児 ひこさか てつじ 奈良県協会 *奈良 28 1980/12/20
25 若杉 摩耶文 わかすぎ まやふみ 神奈川県連合 22 1986/11/20
26 若杉 恵夢 わかすぎ えむ 日本体育大学／学連 20 1989/04/30
27 眞繼 健太 まつぐ けんた 京都府協会 *京都 18 1990/12/25
28 木庭 和彦 きにわ かずひこ 兵庫県協会 *兵庫 30 1979/05/01
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