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推薦元FA 氏 名 推薦元FA 氏 名

北海道 阿部 恵理子 神奈川県 岩永 修幸

五十里 伸幸 小森 哲史

伊藤 一志 嶋田 広志

梶野 滋子 西川 稔司

片山 悟 広瀬 邦彦

勝谷 忍 藤原 禎

川合 信 諸星 輝一

川前 昌市 山田 泰史

菅野 学 山梨県 清水 祐至

児玉 啓秀 水下 翼

佐藤 英隆  長野県 奥田 真央

高橋 大輔 下條 貴史

多田 健太郎 菅原 基信

土橋 史人 竹下 英三

中田 孝一 土屋 好史

中山 恵介 中村 築

野呂 泰啓 早川 広樹

藤森 静 平出 孝太

二川 亘 新潟県 磯部 智洋

宮嶋 啓一 内山 拓也

森 信博 上村 茂

青森県 小田 幸司 轡田 敏博

齋藤 翔 黒津 唯史

佐々木 公昭 富山県 朝倉 優太

中山 順哉 折谷 一

成田 恵悦 澤崎 謙一

成田 春彦 舘 裕紀

成田 悠介 中井 裕

宮城県 上田 雅和 古市 茂

及川 裕也 松浦 高士

大平 俊明 石川県 吉田 泰

木口 寛 吉田 亮介

黒澤 尚 福井県 岡﨑 護

齋藤 誠 金松 健一

桜井 洋輔 久保 直也

澤村 東 小泉 博靖

竹川 輝彦 西田 収

平塚 博之 松井 義弘

秋田県 浅野 正樹 山下 綱章

佐藤 秀樹 静岡県 仲村 昌倫

山形県 大沼 満 成嶋 徹

福島県 石井 和芳  愛知県 青山 健太

佐藤 茂雄 坂野 隆広

内貴 俊也 三重県 池田 浩之

茨城県 楢崎 裕史 磯和 広也

栃木県 相樂 亨 市川 裕也

櫻井 誠 小山 美佳

速水 仁 細野 裕貴

山口 雄二 水谷 亜樹

群馬県 草間 洋平 水谷 宗太郎

御供 英宏  滋賀県 岩﨑 崇

本木 靖 上山 一登司

埼玉県 池田 一義 上村 敏

小林 不二男 田中 実

吹田 敦 谷口 雅則

村山 秀樹 西海 佐二

森田 洋正 京都府 西村 健一郎

千葉県 有田 公晴 大阪府 加藤 厚人

髙澤 篤 小崎 知広

髙梨 泰里 渋谷 公次

中野 友美 中川 佳裕

林 一賀 村井 博司

東京都 遠藤 雅己 兵庫県 長谷川 亮一

高橋 武良 島根県 石橋 稔明

岡山県 城井田 成美
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広島県 岡野 幸彦 沖縄県 上原 伸

勝山 正比呂 金城 秀文

山口県 秋本 光彦 小嶺 作

厚母 陽一郎 髙良 育寛

植野 真生 田平 敬志

内田 博之

岡野 富司雄

金田 真澄

國村 明宏

近藤 邦朗

近藤 政則

佐藤 秀之

中倉 義徳

西村 康隆

氷室 栄治

松野下 真

宮本 孝雄

香川県 今井 栄爾

清家 太健介

西河 由彦

高知県 池添 紀夫

市川 省二

小笠原 巧

門田 伸廣

長﨑 周一

福岡県 長 慎也

辻 大輔

寺本 由紀

松尾 英樹

渡邊 透

佐賀県 原田 秀昭

長崎県 菊地 芳彦

七條 直樹

西津 邦彦

熊本県 岩切 怜

牛嶋 晟

倉門 勝城

倉田 孝一

作本 貴典

志岐 晃

竹内 篤

武田 昭二

藤島 浩樹

松岡 司

道永 昌扶

宮原 理

村上 孝治

森 一樹

山下 克己

 大分県 荒川 幸大

井上 順子

上野 貴士

工藤 高信

宮崎県 田重田 尊盛

野村 翔悟

 鹿児島県 伊知地 大志

五領 壮太

新田 康彦

古里 洋平

峯島 道彦


