
個⼈会員の皆様 

青島 久也 藤池 翼 星野 佳代 

安形 真 佐々木 駿 飯室 道男 

安間 英雄 滝浪 ｲﾁﾛｰ 宮城 仁志 

五十嵐 三佳 國井 息吹 市野瀬 英恵 

井口 邦彦 石原 翼 大場 有真 

伊藤 淳 若杉 雄人 田島 志保 

岩崎 昌彦 今野 清春 田村 隆輔 

梅沢 和弘 大木 竜平 矢崎 哲也 

大石 雅之 遠山 拓民 栁澤 智耶 

大畑 眞吾 木本 拓海 椿 龍太 

落合 範明 大坪 航也 市川 程也 

片桐 正二 栁澤 智耶 中田 障子 

金原 孝明 武藤 隼人 齋藤 駿 

栗下 佳丈 廣田 雄哉 渡辺 敏秋 

黒田 安茂 宮崎 誉大 安藤 秀夫 

小橋 初男 石川 雄太 横溝 健 

小林 靖兒 戸張 翔馬 神成 勝 

坂口 直己 山田 健太 倉田 ミネ子 

坂倉 浩基 杉山 ﾋﾞﾗﾙ 正将 井上 忠久 

匂坂 廣志 村口 康次郎 植田 洋司 

佐藤 亨 佐々木 哲也 國井 息吹 

新保 克己 浦山 悠斗 加藤 弘幸 

杉山 元 山本 拳士 境 一浩 

鈴木 章仁 額賀 優斗 渡井 孝彦 

鈴木 勝也 山本 貴大 池添 倖視郎 

鈴木 隆保 後藤 真 井上 富士子 

鈴木 猛 上地 英喜 仲田 朝香 

鈴木 信行 吉野 梢太 藤岡 智幸子 

鈴木 秀和 濱口 梢太 片平 広枝 

高木 昭三 三浦 啓介 岩倉 由実 

高安 彰司 前澤 充 砂原 衛 

高柳 裕久 浅岡 健介 秋野 力 

竹下 篤 松尾 玲 田中 智子 

竹田 りえ 井上 諒 手塚 直樹 

小島 徳男 多田 悠哉 大須賀 康記 

塚本 仁 宮城 仁志 金澤 凌我 

鶴見 太一 金丸 慶也 沓名 修一 

寺田 源巳 山上 龍征 菊沖 保子 

永井 裕眞 後藤 美咲 田上 智規 

日置 芳美 久保 薫子 鈴木 正利 

平谷 均 口木 ひかる 永山 貴和斗 

深田 憲一郎 犬飼 綾乃 寺部 禎子 



藤本 育男 高林 剛士 高野 雄太 

堀内 浩 原田 大雅 中田 瑞稀 

本田 直史 永田 義親 鈴木 実企子 

前島 教次 星野 大地 大川 護 

増田 英雄 諏訪部 徹 當山 隆伸 

松浦 規之 中瀬 朱音 中村 武彦 

松本 康一 妹尾 昴希 栗林 ｶｽﾞｴ 

松本 孝弘 荒田 真央 栗田 和子 

水野 雅之 秋山 寛太 藤田 裕太 

南田 宗男 相澤 翼 大川 護 

森下 謙三 大須賀 康記 飯泉 紗樹 

山田 典嗣 植田 駿介 小田部 慎太郎 

横井 広明 渡井 祥己 瀧田 規裕 

鈴木 直 古田 雄也 上野 海斗 

鈴木 祥子 中田 憶靖 朝比奈 純也 

成瀬 久明 中村 優太 藤田 葉子 

天田 悠太 半川 重徳 藤田 元夫 

稲垣 弘夢 藤原 綾哉 中嶋 勇貴 

増田 洋輝 高田 駿 久野 託朗 

河口 昂太郎 髙田 翔平 今西 真紀 

西ヶ谷 千乃 城田 祐希 高橋 香穂 

松野 みゆき 水貝 優作 髙橋 大河 

金札 杏 杉村 隆介 丸山 ｹﾝﾁ 

北岡 千明 佐藤 友哉 中村 綾花 

秋田 千穂 佐々木 悠太 戸田 静子 

長坂 侑磨 小俣 翔太 木田 圭亮 

岩崎 涼太 木田 圭亮 平元 いずみ 

髙橋 弥 栗田 ﾏｰｸ ｱｼﾞｪｲ 飯島 幸佑 

黒田 悠太 境 亘平 鈴木 俊輔 

阿部 翼 富山 魁人 中村 杏美 

松枝 和裕 山下 夏穂 阿部 民代 

大友 優弥 児玉 涼 浦山 淑子 

平井 陸 相馬 まこと 大坪 菜月 

大坪 岳 八木 望 杉本 昌之 

安立 大輝 藤原 加奈 島田 空花 

田中 浩斗 堀江 美月 青島 さちこ 

稲葉 拓臣 最上 里佳 伊藤 奏斗 

金丸 慶也 村松 夏帆 持塚 妃誉 

河島 直明 五十嵐 輝華 青山 潤子 

鈴木 伸昭 城下 千夏 星野 大地 

半場 弘恭 武藤 英暉 高野 あや子 

藤本 悦巳 長谷川 泰仁 南島 美恵子 

加藤 春巳 仙臺 岳斗 田村 純子 

小野田 安博 澤田 旺祥 鈴木 時子 



舩曳 洋輝 中村 冴樹 關 桃絵 

喜納 誠侍 川島 響貴 大場 有美 

日吉 慎 額賀 潤 竹内 夕貴 

鶴見 祐介 額賀 優斗 望月 誉斗 

大坪 秀雄 額賀 里美 戸張 翔馬 

坂口 菊一 松永 大雅 杉村 隆介 

岡田 宗介 宮田 和哉 岩渕 信江 

鈴木 信充 山本 幹太 伊村 よし子 

高橋 勇太 日名 悠太 伊藤 勝彦 

中村 直美 荒田 真央 山口 大輝 

落合 康代 村口 秀太郎 城間 静江 

落合 聖 宮本 爽風 赤星 利春 

落合 真 小栗 泰司 鈴木 すみ子 

白井 蒼 伊東 康輝 大山 夕涼 

藤田 脩人 鈴木 翼 鈴木 幸男 

犬塚 司郎 鈴木 海登 小村 夕樹 

犬塚 友輔 田村 雄太 和久田 義雄 

内田 悟 原科 勇我 日吉 東紗 

駒形 奈々 竹之下 景弥 金丸 慶也 

鈴木 敏郎 菊池 玲央 鈴木 凱人 

後藤 佑斗 萩原 陸 深谷 武司 

渥美 有香 山本 絢稀 村上 賀梨 

角田 拓未 坂下 央晃 仲田 朝香 

阿部 三吉 坂下 誠治 早川 諒祐 

伊藤 規夫 坂下 悦子 川原 由貴江 

杉浦 正隆 市川 雅 山田 剛 

三浦 哲治 村上 涼 松本 和代 

三輪 佳史 伊藤 潤 望月 初子 

袴田 悠仁 望月 玲音 関根 碧衣 

土橋 弘晃 馬場 渓 崔 英敏 

金子 湧樹 大西 将亜 堀江 照寛 

山平 恭正 辻村 光希 福本 恵子 

八木 笙摩 鈴木 凱人 橋本 幸志郎 

山本 祐輝 岩瀬 健志郎 佐々木 久美 

中村 圭佑 鈴木 岳 伊藤 晴紀 

鈴木 雅之 伊藤 晴紀 浪野 さち子 

森本 匠 飯室 弘行 斉藤 信雄 

米山 峻矢 佐野 美優 渡辺 正江 

金子 隼輝 村上 快斗 山崎 健太郎 

鈴木 啓玄 栗山 優也 新堀 ｸﾐｴ 

山田 希望 伊藤 高康 山内 智子 

厚木 尚也 鈴木 廣巳 鈴木 惟正 

片瀬 連 高橋 正 伊藤 良平 

森 康汰 山下 恵美子 木村 正 



野澤 広大 永田 厚 髙野 聡英 

安浪 貴之 福永 研 水野 将太 

望月 翔 金原 怜香 水野 博 

名波 瞭汰 島村 公美子 越智 大貴 

星山 仁洋 西山 芽衣 新井 文男 

福ヶ迫 尚宏 尾田 緩奈 新井 智也 

濱本 拓也 塩澤 直純 中島 健人 

羽田野 将史 川崎 芽生 三林 知広 

鈴木 将人 大坪 奨 鏑木 悠矢 

佐藤 啓太朗 山田 世一 大澤 功馬 

木村 伶哉 大村 ビクトル 永井 よし子 

唐川 大樹 山下 亜由夢 西脇 尚哉 

小川 祐輝 尾崎 千洸 前田 初枝 

伊村 拓浩 村松 大介 奥村 弘江 

伊藤 遼 村松 一雄 西田 富男 

朝香 竜悟 市川 宙 伊藤 悟 

渡邊 幸俊 渡瀬 邦男 佐野 翔 

前原 りんご 寺田 尊晃 早川 廣 

左山 桃子 寺田 郁美 饒平名 司都 

高畑 愛梨 河口 やす子 河合 万里子 

磯村 理音 岡崎 能也 堀内 雅子 

鈴木 政宗 戸塚 大智 鏑木 照雄 

野原 優 榑松 壮馬 杉浦 麻美子 

鈴木 隆太郎 光澤 和人 伊藤 恭美 

赤松 美優 梅野 守右 南島 美恵子 

緒方 友里加 淺原 弘城 田村 純子 

浅野 愛 藤田 海斗 山崎 健太郎 

飯田 実来 高倉 翼 新堀 ｸﾐｴ 

宮崎 薫 白石 舜乃介 金丸 慶也 

寛野 未恵 川口 拓斗 鈴木 凱人 

石田 梨紗 丸山 智史 高橋 香穂 

亀浜 瑠希 石川 侃人 髙橋 大河 

神野 泰央 渡邊 友裕 寺部 禎子 

高橋 凱士 後屋敷 敦也 高野 雄太 

石橋 翔哉 大瀧 颯 加藤 弘幸 

青木 誠也 大瀧 英治 鈴木 海登 

松岡 悠人 大瀧 由希子 八木 望 

近藤 耕平 藤原 圭太 村松 夏帆 

與那覇 和八 三浦 哲治 五十嵐 輝華 

渡辺 ウィルメル 大橋 勝治 藤田 海斗 

相川 達哉 湊谷 淳 高倉 翼 

ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ ｿｳｻﾞ ｶｽﾄﾛ 鈴木 翔 星野 佳代 

高木 涼輔 飯田 一夫 飯室 道男 

大村 晃基 渡瀬 俊彦 山田 世一 



竹内 卓人 日名 悦子 大村 ビクトル 

赤木 弘知 田村 純子 飯室 弘行 

浦田 敏己 佐々木 恵美 佐野 美優 

 


