
回 年 開催地
横浜市 渡辺�武弘 （協和発酵) 竹之内君明 （協和発酵) 小野�誠治 （ヤマハ) 松下�浩二 （協和発酵)

(神奈川) 趙�多�多 （松下電工彦根) 平野恵美子 （日産自動車) 山下富美代 （松下電工彦根) 潘��� （百十四銀行)

横浜市 韋�晴�光 （寿屋) 山内��篤 （びわこ銀行) 小泉�純彦 （日産自動車) 袁�建�剛 （和歌山銀行)

(神奈川) 趙�多�多 （松下電工彦根) 松本�雪乃 （日産自動車) 今井�恵美 （日本電気相模原) 関���華 （住友生命)

西宮市 韋�晴�光 （寿屋) 渡辺�武弘 （協和発酵) 袁�建�剛 （和歌山銀行) 陳�龍�燦 （ヤマハ)

(兵�庫) 李�恵�芬 （松下電器) 樊�建�欣 （日本生命) 李���雋 （日産自動車) 佐藤�利香 （武田薬品湘南)

別府市 陳�龍�燦 （ヤマハ) 王�振�義 （びわこ銀行) 松下�雄二 （協和発酵) 韋�晴�光 （寿屋)

(大�分) 樊�建�欣 （日本生命) 趙�多�多 （松下電工彦根) 陳�怡�玲 （武田薬品湘南) 道広�友子 （松下電器)

大竹市 于�沈�潼 （住友物流) 佐藤�建剛 （リコー) 松下�浩二 （グランプリ) 王�振�義 （びわこ銀行)

(広�島) 樊�建�欣 （日本生命) 小山�ちれ （池田銀行) 東童多英子 （松下電工彦根) 大野�知子 （十六銀行)

宇都宮市 松下�浩二 （グランプリ) 高�志�亮 （日産自動車) 岩崎�清信 （日産自動車) 周�興�江 （住友物流)

(栃�木) 小山�ちれ （池田銀行) 佐藤�利香 （和歌山銀行) 樊�建�欣 （日本生命) 楊�雪�梅 （十六銀行)

帯広市 王�永�剛 （健勝苑京都) 高�志�亮 （日産自動車) 徳村�智彦 （協和発酵) 王�振�義 （びわこ銀行)

(北海道) 樊�建�欣 （日本生命) 傅���培 （第一勧業銀行) 梅村��礼 （日本生命) 楊�雪�梅 （十六銀行)

松元市 王�永�剛 （健勝苑京都) 偉関�晴光 （ラララ(寿屋)) 陳�龍�燦 （日産自動車) 佐藤�建剛 （和歌山銀行)

(鹿児島) 坂田��愛 （日本生命) 小山�ちれ （池田銀行) 松岡�りか （松下電器) 李���宏 （松下電工彦根)

大津市 王�永�剛 （健勝苑京都) 田崎�俊雄 （協和発酵) 山本�恒安 （シチズン時計) 森本�洋治 （日産自動車)

(滋�賀) 河村�朋枝 （第一勧業銀行) 西飯�由香 （健勝苑京都) 内藤�和子 （松下電器) 西飯�美幸 （健勝苑京都)

和歌山市 遊澤��亮 （東京アート) 偉関�晴光 （ラララ(寿屋)) 渋谷��浩 （日産自動車) 青山�振一 （びわこ銀行)

(和歌山） 羽佳�純子 （サンリツ) 河村�朋枝 （十六銀行) 岡崎�恵子 （日本生命) 久保�光恵 （松下電工彦根)

青森市 偉関�晴光 （ラララ(寿屋)) 遊澤��亮 （東京アート) 新井��周 （グランプリ) 徳村�智彦 （協和発酵)

(青�森) 王�越�古 （十六銀行) 小山�ちれ （池田銀行) 高田�佳枝 （日本生命) 今坂�亮子 （池田銀行)

駒沢 韓���陽 （東京アート) 新井��周 （グランプリ) 松下�浩二 （ミキハウス) 森田�有城 （青森山田高校)

(東�京) 福原��愛 （青森山田中学校) 高橋美貴江 （淑徳短期大学職員) 猿渡�直子 （中国電力) 伊藤みどり （四天王寺高校)

岐阜市 吉田�海偉 （日産自動車) 韓���陽 （東京アート) 加山�兵伍 （グランプリ) 真田�浩二 （協和発酵)

(岐�阜） 梅村��礼 （日本生命) 福原��愛 （青森山田高校) 西飯�由香 （健勝苑) 末益亜紗美 （日本生命)

所沢市 韓���陽 （東京アート) 吉田�海偉 （日産自動車) 遊澤��亮 （東京アート) 新井��周 （グランプリ)

(埼�玉) 梅村��礼 （日本生命) 金沢�咲希 （日本生命) 藤井�聖子 （サンリツ) 東郷��媛 （日立化成)

帯広市 韓���陽 （東京アート) 三田村宗明 （日産自動車) 大森�隆弘 （東京アート) 谷口�祐二 （シチズン時計)

(北海道) 福原��愛 （グランプリ) 馮�天�薇 （サンリツ) 脇ノ谷直子 （サンリツ) 金沢�咲希 （日本生命)

西宮市 韓���陽 （東京アート) 吉田�海偉 （日産自動車) 並木�佑介 （シチズン) 遊澤��亮 （東京アート)

(兵�庫) 王���輝 （日立化成) 藤沼�亜衣 （ミキハウス) 小西��杏 （アスモ) 藤井�寛子 （日本生命)

仙台市 朱�世�爀 （韓国) 韓���陽 （東京アート) ���建 （グランプリ大阪) 岸川�聖也 （スヴェンソン)

(宮�城) 李���佳 （日本生命) 小西��杏 （アスモ) 藤沼�亜衣 （日立化成) 平野早矢香 （ミキハウス)

羽曳野市 松平�賢二 （青森大学) 水谷��隼 （明治大学) 大矢�英俊 （東京アート) 韓���陽 （東京アート)

(大�阪) 侯���琳 （サンリツ) 福原��愛 （ANA) 平野早矢香 （ミキハウス) 李���佳 （日本生命)

岡山市 韓���陽 （東京アート) 水野�裕哉 （東京アート) 下山�隆敬 （協和発酵キリン) 加山�兵伍 （原田鋼業)

(岡�山) 侯���琳 （サンリツ) 福平��暁 （日立化成) 藤井�寛子 （日本生命) 福原��愛 （ANA)

金沢市 水谷��隼 （明治大学) 大矢�英俊 （東京アート) 松平�健太 （早稲田大学) 張��一博 （東京アート)

(石�川) 福原��愛 （ANA) 石川�佳純 （IMG) 田代�早紀 （日本生命) 藤井�寛子 （日本生命)

防府市 軽部�隆介 （シチズン) 平屋�広大 （原田鋼業) 塩野�真人 （東京アート) 松平�賢二 （協和発酵キリン)

(山�口) 阿部��恵 （サンリツ) 福岡�春菜 （中国電力) 森薗�美咲 （日立化成) 石垣�優香 （日本生命)

松山市 水谷��隼 （beacon.LAB) 丹羽�孝希 （明治大学) 軽部�隆介 （シチズン) 張��一博 （東京アート)

(愛�媛) 福原��愛 （ANA) 松平�志穂 （四天王寺高校) 藤井�優子 （日本生命) 田代�早紀 （日本生命)

長岡市 張��一博 （東京アート) 松平�賢二 （協和発酵キリン) 大矢�英俊 （東京アート) 笠原�弘光 （協和発酵キリン)

(新�潟) 阿部��恵 （サンリツ) 福岡�春菜 （中国電力) 中島未早希 （サンリツ) 田代�早紀 （日本生命)

浦安市 松平�賢二 （協和発酵キリン) 上田��仁 （協和発酵キリン) 張��一博 （東京アート) 村松�雄斗 （東京アート)

(千�葉) 平野早矢香 （ミキハウス) 前田�美優 （日本生命) 中島未早希 （サンリツ) 伊藤�美誠 （スターツSC)

佐賀市 松平�健太 （JTB) 大島�祐哉 （ファースト) 松平�賢二 （協和発酵キリン) 平野�友樹 （協和発酵キリン)

(佐�賀) 森薗�美咲 （日立化成) 宗�恵�佳 （中国電力) 前田�美優 （日本生命) 石垣�優香 （日本生命)
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