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　　氏　　名 　所属チーム 　　氏　　名 　所属チーム
　加藤　誠郎 四日市ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ  　泉   　仁 徳島OBｻｯｶ-ｸﾗﾌﾞ
　関家　許介 えひめ四十雀 　前川　朋史 徳島OBｻｯｶ-ｸﾗﾌﾞ

　堀川　浩一 高知昭和ＯＢ会
　清水　恒雄 浜松怪童クラブ 　田中　恭自 シニア岡山
　橋本　忠廣 浜松怪童クラブ 　渡邉　訓行 大分ＯＢｻﾂｶｰｸﾗﾌﾞ
　村瀬　善紀 岐阜サッカーOB会 　根本　紀夫 大分ＯＢｻﾂｶｰｸﾗﾌﾞ
　中島　和彦 岐阜サッカーOB会 　 峠　　 勲 大分ＯＢｻﾂｶｰｸﾗﾌﾞ
　辰巳　尚義 金沢フェニックスクラブ 　渡邊　耕治 長崎紫陽花倶楽部
　前川　博志 滋賀ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ 　川久保 浩 長崎紫陽花倶楽部
　松崎　隆美 奈良ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 　上田　誠康 島原オールドボーイ
　金丸　正平 交野ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 　下田　 徹 島原オールドボーイ
　 森　　康次 関西白線クラブ 　大窪　祥照 熊本ｵｰﾙﾄﾞｷｯｶｰｽﾞ
　四本　敏人 西日本元老 　佐野　紀敏 熊本ｵｰﾙﾄﾞｷｯｶｰｽﾞ
　末田　哲明 西日本元老 　和田見　勲 鹿児島元老FC
　米女　奎郎 高知昭和ＯＢ会 　荒木　英治 九州元老
　安田　宏次 熊本ｵｰﾙﾄﾞｷｯｶｰｽﾞ 　長久　 弘 九州元老
　福山　千熊 熊本ｵｰﾙﾄﾞｷｯｶｰｽﾞ 　安武　剛範 九州元老
　櫻田　 悟 都城ヤングマン
　折田　政昭 鹿児島元老FC 　 関   強史 浜松怪童クラブ

　岡村　高邦 浜松怪童クラブ
　片瀬　丈範 浜松怪童クラブ 　藤野　和夫 浜松怪童クラブ
　丹羽　良之 名古屋５００クロウズ 　富樫 世維子 名古屋５００クロウズ
　柴田　正康 名古屋５００クロウズ 　萩野　 哲 名古屋５００クロウズ
　佐藤　 茂 名古屋５００クロウズ 　権田　勝美 名古屋５００クロウズ
　加納　道一 岐阜サッカーOB会 　越山　 彰 名古屋５００クロウズ
　豊田　芳男 岐阜サッカーOB会 　小原　史朗 豊田シニアＦＣ
　桜井　弘蔵 岐阜サッカーOB会 　渡瀬　 洋 豊田シニアＦＣ
　亀山　和秀 岐阜サッカーOB会 　田中　 泰 豊田シニアＦＣ
　松永　靖男 四日市ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 　 岸 　　眞 豊田シニアＦＣ
　小林　悦男 四日市ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 　草本　博文 豊田シニアＦＣ
　伊藤　隆夫 四日市ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 　鈴木　弘孝 刈谷アゴーズ
　山岡　 肇 四日市ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 　原田  義二 刈谷アゴーズ
　拓植　満博 伊賀ＦＣ シニア 　江川　 求 刈谷アゴーズ
　島田　裕正 金沢フェニックスクラブ 　吉田　和正 刈谷アゴーズ
　寺西　一紘 金沢フェニックスクラブ 　古川　禎男 岐阜サッカーOB会
　坪田　昇一 あしがるサッカー富山 　武藤　政和 岐阜サッカーOB会
　小林　義政 滋賀ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ 　杉山　正男 各務原フェニックス
　松井　貞夫 滋賀ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ 　名村　博義 四日市ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ
　高木　寛治 滋賀ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ 　野口　英敏 伊賀ＦＣ シニア
　中山　秀樹 京都暁ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 　福岡　大佳 伊賀ＦＣ シニア
　徳田　寛規 京都暁ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 　小出　 求 信州惑々ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ
　大重　博光 櫻ミッションＦＣ 　石田　義雄 信州惑々ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ
　西川幸一良 関西白線クラブ 　宗石　義弘 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾌｪﾆｯｸｽ福井
　井坪　武彦 関西白線クラブ 　角山　利夫 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾌｪﾆｯｸｽ福井
　野口　典恭 西日本元老 　清水　久通 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾌｪﾆｯｸｽ福井

　柳沢　正敏 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾌｪﾆｯｸｽ福井
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　　氏　　名 　所属チーム 　　氏　　名 　所属チーム
　廣茂　幸夫 金沢フェニックスクラブ 　松村　隆吉 北河内ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ
　石本　昇蔵 金沢フェニックスクラブ 　中林　光夫 西日本元老
　西尾　眞友 金沢フェニックスクラブ 　藤本八千雄 徳島OBｻｯｶ-ｸﾗﾌﾞ
　片岡　 廣 金沢フェニックスクラブ 　島本　謙次 徳島OBｻｯｶ-ｸﾗﾌﾞ
　宮本　哲郎 金沢フェニックスクラブ 　内山　聖一 徳島OBｻｯｶ-ｸﾗﾌﾞ
　菊知　春夫 金沢フェニックスクラブ 　谷岡　政志 高知昭和ＯＢ会
　脇田 正四郎 あしがるサッカー富山 　濱田 　勲 高知昭和ＯＢ会
　松島　勝夫 あしがるサッカー富山 　桜井　良一 高知昭和ＯＢ会
　加藤　 潔 あしがるサッカー富山 　清藤　昌彦 高知昭和ＯＢ会
　祖川　信一 あしがるサッカー富山 　川野　保俊 今治四十雀ＦＣ
　松田　利幸 あしがるサッカー富山 　黒田　周悟 今治四十雀ＦＣ
　井用　敏昭 滋賀ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ 　伊藤　 博 今治四十雀ＦＣ
　木佐一 憲治 京都暁ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 　橋本　裕吉 大分ＯＢｻﾂｶｰｸﾗﾌﾞ
　高瀬　 博 京都暁ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 　池田　 茂 大分ＯＢｻﾂｶｰｸﾗﾌﾞ
　杉本　拓夫 京都暁ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 　首藤　健二 大分ＯＢｻﾂｶｰｸﾗﾌﾞ
　中山　広司 奈良ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 　川野　晴夫 大分ＯＢｻﾂｶｰｸﾗﾌﾞ
　歌橋　健一 奈良ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 　松尾　輝良 長崎紫陽花倶楽部
　辻本　公平 奈良ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 　松本　 昇 熊本ｵｰﾙﾄﾞｷｯｶｰｽﾞ
　鍵谷　光良 奈良ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 　河田　信之 熊本ｵｰﾙﾄﾞｷｯｶｰｽﾞ
　早速　幸一 奈良ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 　長尾　 孝 熊本ｵｰﾙﾄﾞｷｯｶｰｽﾞ
　山本　和孝 交野ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 　高浪　英俊 熊本ｵｰﾙﾄﾞｷｯｶｰｽﾞ
　竹之下　功 神戸ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 　富田　信男 ランザ熊本シニア
　角富　幸博 神戸ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 　野上　誠一 ランザ熊本シニア
　福井　茂樹 神戸ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 　木戸口 実 熊本南ｵｰﾙｽﾀｰｽﾞ
　武内　吉孝 神戸ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 　敷石　輝幸 ＦＣ延岡
　大竹　輝雄 神戸ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 　田中　 昇 ＦＣ延岡
　谷口　雄二 神戸ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 　片伯部 環 ＦＣ延岡
　伊佐治照幸 神戸ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 　佐藤　銘子 ＦＣ延岡
　上浦　保雄 新宮ＭＴＫｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ 　日高　広道 ＦＣ延岡
　福永　和雄 もののけ２０００FC 　上原   進 鹿児島元老FC
　新徳　良治 もののけ２０００FC 　 東 裕一郎 鹿児島元老FC
　細見　正樹 もののけ２０００FC 　浦島　和衛 鹿児島元老FC
　梶間　俊郎 関西白線クラブ 　中尾　修一 鹿児島元老FC
　飛鳥　渉三 櫻ミッションＦＣ 　宮越祥二郎 宮崎ﾄﾞﾘｰﾑﾌｯﾄﾎﾞｰﾙC
　藤本　義兼 櫻ミッションＦＣ 　松崎　博美 宮崎ﾄﾞﾘｰﾑﾌｯﾄﾎﾞｰﾙC
　岡部　俊治 櫻ミッションＦＣ 　三浦　秀明 宮崎ﾄﾞﾘｰﾑﾌｯﾄﾎﾞｰﾙC
　勇田　政彦 櫻ミッションＦＣ 　小泉　陽一 宮崎ﾄﾞﾘｰﾑﾌｯﾄﾎﾞｰﾙC
　茂木　 真 櫻ミッションＦＣ 　宮本　親治 宮崎ﾄﾞﾘｰﾑﾌｯﾄﾎﾞｰﾙC
　中山　 拓 和歌山毬游倶楽部 　今西　政行 九州元老
　原田　敬介 和歌山シニアＦＣ 　稲田　 忠秀 九州元老
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