令和２年度（2020 年度）修了考査の合格発表について

本日、令和２年度（2020 年度）修了考査（2020 年 12 月 12 日及び 13 日実施）の合
格者が発表されました。
この修了考査は、実務補習の内容全体について適切な理解がなされているかどうか
を確認するとともに、公認会計士としての実務的な専門能力と適格性の確認を目的と
し、筆記の方法で毎年２日間の日程で本会が実施するものです。
今回の修了考査の受験願書提出者数は 2,126 名、受験者数は 1,936 名であり、合格
者数は 959 名（対受験願書提出者数合格率 45.1％、対受験者数合格率 49.5％）となっ
ています。
以

上

（常務理事 後藤 紳太郎）
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2021 年４月２日
日本公認会計士協会
修了考査運営委員会

修了考査合格者
令和２年度（2020 年度）修了考査の合格者を次のとおり発表します。
◯受験願書提出者数

2,126 名

○受験者数

1,936 名

○合格者数

959 名

○対受験願書提出者数合格率

45.1％

◯対受験者数合格率

49.5％

令和２年度（2020 年度）修了考査合格者番号（受験地別）
（東京都：706 名）
※印は、氏名非公表申請者
1130001 高橋 英樹

1130002 高橋 大雄

1130005 谷 康一郎

1130006 栗原 直希

1130007 飯山 晋平

1130008 須田 陽利

1130010 檜山 友理

1130011 阿彦 洋輝

1130013 ※

1130014 木元 拓耶

1130015 川邊 聡子

1130017 奥中 則行

1130020 鈴木 祥希

1130021 臼杵 亜矢

1130022 ※

1130023 渡邉 ゆうな

1130026 増田 龍二

1130029 南 晴香

1130031 伊藤 俊秀

1130036 馬立 佳奈

1130038 島田 陽一

1130040 内田 博之

1130042 桜木 栄樹

1130044 上原 大輝

1130045 五十嵐 考平

1130050 小西 大貴

1130051 傳田 聖也

1130052 千葉 一彰

1130054 盛 雅彦

1130056 南雲 雅也

1130057 ※

1130059 髙木 聡吾

1130061 久保田 匡

1130062 留守 航輝

1130063 平野 夢奈

1130064 桑澤 祥平

1130065 大田 栄吉

1130066 小渡 良太

1130068 ※

1130069 萩

1130070 木村 建太

1130071 折戸 伸樹

1130072 中西 貴人

1130073 山口 友莉奈

1130075 野口 正徳

1130076 ※

1130077 永田 郷

1130079 ※

1130082 ※

1130084 ※

1130085 飯田 颯馬

啓樹
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1130087 岩本 早紀

1130088 小野 哲

1130096 福田 佑也

1130099 ※

1130100 ※

1130101 新井 崇弘

1130102 山根 英之

1130105 松崎 麻実

1130106 櫻井 陽太

1130107 井上 明

1130108 長谷川 稜

1130109 不破 穣

1130110 樋口 莉子

1130111 関 美保

1130113 岩田 大治

1130114 三ノ輪 真也

1130115 山下 弘充

1130116 和田 佳太

1130117 田中 友規

1130118 武井 悠里子

1130119 安部 佳祐

1130120 三角 創太

1130122 本間 直彰

1130123 ※

1130124 植竹 純子

1130126 堀江 勇斗

1130127 進藤 僚太

1130128 樽本 拓人

1130132 尾﨑 礼佳

1130133 野原 彰浩

1130134 田中 潤一

1130135 荒井 大和

1130136 中田 光

1130137 大石 桃子

1130138 木鋪 駿

1130140 山内 周多朗

1130142 大久保 博昭

1130143 濱川 浩史

1130146 谷山 昌

1130150 能口 亮平

1130153 ※

1130155 奥村 信互

1130156 門田 哲

1130157 渡部 祐平

1130161 西河 駿

1130162 長南 優人

1130164 大山 高志

1130166 野本 拓

1130167 池田 美帆子

1130169 管野 祥吉

1130172 板谷 智大

1130174 野上 大地

1130180 竹内 悠人

1130181 ※

1130188 鈴木 克寛

1130189 大西 健太郎

1130190 川口 健志

1130193 笹本 樹

1130196 仙波 昭貴

1130197 福士 佳

1130199 ※

1130203 谷 侑治

1130204 田中 良

1130206 ※

1130208 永島 拓弥

1130211 ※

1130213 金重 洸紀

1130214 吉野 宏紀

1130216 稲葉 弘一

1130218 堀本 明

1130219 石井 雅基

1130223 八巻 未央

1130225 岩田 織歩

1130226 大塚 隆弘

1130227 小田 勇樹

1130229 佐藤 真之介

1130231 荒木 裕太

1130232 常盤 理沙

1130235 藤崎 翔多

1130236 後藤 栄二

1130237 大貫 優海

1130239 吉岡 知

1130240 小園 直子

1130242 高岡 晃士

1130244 溝渕 晃弘

1130248 須賀 健太郎

1130255 ※

1130257 坂下 怜央

1130261 中村 泰旗

1130262 大沢 知宏

1130264 髙野 隼生

1130265 村山 智基

1130268 伊藤 七海

1130271 谷村 麻美

1130275 寺田 瑞貴

1130278 中村 詠吏

1130282 金野 宏城

1130285 阿部 柊斗

1130288 藤田 恵佑

1130290 池貝 将大

1130291 永井 遥

1130292 杉本 理

1130293 宇田川 大貴

1130295 松尾 亮太

1130297 川合 智己

1130298 影近 裕紀

1130299 工藤 嵩大

1130300 石川 康平

3 / 11

1130301 村上 瑞樹

1130302 岡部 亮

1130303 奈良 俊吾

1130304 三輪 常敬

1130309 今藤 峻裕

1130311 藤﨑 祥子

1130312 柳澤 弘明

1130313 神谷 英明

1130318 房野 裕介

1130319 赤井 孝次

1130321 仲村 崇

1130323 庄内 嘉織

1130324 土田 興大

1130326 葉山 大輔

1130327 三浦 彩星

1130328 ※

1130329 佐藤 尭

1130331 堀越 文香

1130333 吉田 登

1130334 佐藤 達朗

1130335 由澤 哲秀

1130336 瀧澤 悠亮

1130337 中山 翔太

1130339 坂谷 應

1130340 松田 恵祐

1130341 ※

1130342 平田 涼

1130343 原田 大輔

1130350 ※

1130351 新野 寛生

1130356 澤村 勇城

1130363 西上 敬亮

1130365 芦川 昇平

1130366 小林 悠馬

1130368 ※

1130369 川口 みのり

1130370 杉山 剛一

1130371 矢那瀬 友介

1130375 本木 敬一

1130376 八瀬 元治

1130377 後藤 昌己

1130379 内堀 太朗

1130386 奥村 恵美

1130388 恩田 陽二郎

1130390 ※

1130392 酒井 悠吾

1130396 水垣 明

1130397 江口 潤

1130401 鎌田 士廊

1130402 山田 和輝

1130404 近藤 秀哉

1130405 三浦 紘

1130406 赤井 智哉

1130407 常谷 良

1130408 山﨑 智裕

1130409 長島 広樹

1130410 島本 大輔

1130411 今居 創

1130412 金子 和樹

1130413 佐金 安浩

1130416 潤米 悠輝

1130418 井田 夏子

1130419 清水 一輝

1130420 吉原 英利

1130422 前田 由希映

1130423 堀越 裕也

1130425 本宮 佳幸

1130430 櫻井 一彬

1130432 岩﨑 務

1130435 米田 なつき

1130437 藏地 亮太

1130438 河谷 真里子

1130440 川原 梨紗子

1130441 相澤 優

1130443 橋本 篤史

1130444 吉谷 渉

1130445 天野 恒

1130447 大島 広也

1130450 川西 祐輔

1130451 福田 俊一

1130454 泉 哲之介

1130455 澤近 崇

1130457 木塚 明子

1130458 望月 美英里

1130465 辻本 新

1130466 田中 佑奈

1130467 大橋 孝太朗

1130468 小松 凌太

1130469 鎌田 三郎

1130470 梅澤 元輝

1130471 藤本 恭輔

1130473 熊谷 圭

1130474 織田 希

1130476 加藤 匡博

1130478 稲田 侑也

1130480 中安 拓雄

1130481 佐竹 怜

1130486 ※

1130487 山元 一生

1130489 齋藤 優衣

1130490 多田 翔

1130491 箕輪 純尚

1130493 横山 幸生

1130495 齊藤 智弘

1130496 佐藤 省吾

1130497 井上 竜太郎

1130500 神戸 亮太

1130501 川本 祐輔
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1130502 増井 康太

1130503 鈴木 瑛

1130504 ※

1130509 松山 良基

1130510 ※

1130513 二宮 博光

1130515 椎名 智弘

1130516 髙羽 直

1130517 吉川 諒

1130520 山田 航也

1130521 八戸 智美

1130524 目黒 純一

1130525 張山 慧

1130526 ※

1130527 神藤 優介

1130528 塩田 義通

1130530 田中 康博

1130532 松末 幸湖

1130533 下田 雅治

1130534 相原 理花

1130538 松清 哲士

1130540 ※

1130547 山西 潔尚

1130548 齋藤 美果

1130550 西丸 淳

1130551 阪本 佑聖

1130552 吉岡 幸輝

1130553 親松 直子

1130557 古野 貴大

1130558 長谷川 倫子

1130561 佐藤 賢

1130563 樋澤 仁

1130565 中西 英光

1130567 山田 達郎

1130569 魚澤 吏

1130570 納 朋子

1130572 久保 諒宜

1130576 中原 真緒

1130580 堤 浩志

1130581 大坪 盛也

1130582 粕谷 諭史

1130583 森脇 翔太郎

1130585 岩﨑 浩太郎

1130586 上山 朝之

1130590 佐久間 誠

1130591 室橋 侑平

1130593 加納 正貴

1130596 堀川 大介

1130599 河野 将崇

1130605 鈴木 翼

1130609 藤田 鈴奈

1130615 宮川 和輝

1130616 長尾 林太郎

1130617 田茂 一成

1130620 長沼 拓

1130621 小川 友梨子

1130623 大野 詩織

1130624 ※

1130627 各務 真央

1130628 平林 隼人

1130630 ※

1130631 田中 佑典

1130635 ※

1130636 大川 航

1130638 児玉 優樹

1130639 藤春 佑

1130640 城谷 佳佑

1130642 中川 洋輝

1130643 齊藤 彬之

1130647 関谷 知弘

1130650 山川 尚貴

1130651 髙田 拓明

1130652 南本 恵佑

1130653 ※

1130658 関根 寛輝

1130659 酒井 智美

1130663 井口 裕磨

1130668 高橋 慧

1130670 上村 竜也

1130672 ※

1130673 平賀 達己

1130675 河野 正太

1130680 ※

1130681 須藤 朱里

1130682 瀧澤 朋郎

1130683 針原 穣

1130687 山崎 博貴

1130689 永田 俊一朗

1130690 大野 晟典

1130691 宮本 良平

1130692 森

1130694 守屋 拓郎

1130698 大塚 奈穂

1130699 碓井 亮太郎

1130700 松井 大樹

1130701 佐藤 あけみ

1130705 宮園 真遠

1130706 岡﨑 大樹

1130708 糠沢 亘佑

1130711 関

1130714 三ツ木 譲二

1130717 石川 真暉

1130718 滝鼻 章太

1130719 早野 可奈美

1130720 遠藤 慎平

1130721 石井 憲明

1130722 ※

1130724 後藤 彩風

建人

衿沙
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1130726 大谷 淳平

1130728 市川 義人

1130730 芳賀 恒次朗

1130731 小宮 瑛太郎

1130732 高崎 裕太朗

1130736 阿久津 周平

1130738 平山 文人

1130739 森 智宏

1130741 中村 勇輝

1130742 山田 辰樹

1130743 森 菜摘

1130744 荒澤 尚輝

1130745 児玉 恭弘

1130746 ※

1130749 石川 大貴

1130750 高山 哲弥

1130751 西原 佐紀

1130755 秋澤 一輝

1130756 吉田 絵美

1130757 笠井 里紗

1130758 松嶋 佑哉

1130759 齊田 雄太郎

1130760 金子 優香理

1130763 仲尾次 政長

1130764 浦邊 瞬

1130766 福田 一輝

1130768 ※

1130771 並木 良祐

1130772 高橋 佑維

1130773 髙谷 洋平

1130775 深牧 稔史

1130776 森田 雪豊

1130779 小此木 良平

1130781 小俣 智

1130787 加藤 裕

1130791 五條 宗真

1130792 高根 航大

1130793 ※

1130795 長江 桃子

1130797 溝落 侑子

1130798 高根 理奈子

1130803 渡部 明

1130806 松澤 直紀

1130810 加瀬 大洋

1130811 楊 泳勲

1130812 北

1130814 玉井 徹

1130821 吉田 和樹

1130823 木内 清人

1130825 近藤 はるか

1130826 立花 絢香

1130828 長内 美優

1130831 山口 凜太朗

1130836 ※

1130838 齊藤 萌

1130839 川嶋 智輝

1130841 田島 史都

1130842 須佐 雄

1130843 髙山 毅

1130844 佐藤 遼太郎

1130848 赤井 世衣良

1130850 只野 裕季

1130853 花川 泉

1130856 田中 友朗

1130858 松田 流輝

1130860 島村 築

1130861 篠木 謙佑

1130864 土屋 聖介

1130867 遊佐 光秀

1130870 伊藤 萌

1130873 服部 真也

1130875 立原 昌幸

1130876 城之内 仁史

1130877 熊澤 耕大

1130880 牧 英和

1130884 大谷地 明希

1130885 谷口 孝

1130892 大江 祐香

1130894 勝田 凌輔

1130895 中島 裕基

1130900 中山 忠之

1130902 矢﨑 美景

1130904 海山 瑛学

1130909 山口 達也

1130912 平林 黎

1130916 吉村 健志

1130919 寶 知彬

1130920 梅田 直希

1130921 小久江 真美

1130922 川上 勝也

1130923 水野 陽介

1130925 齊郷 拓也

1130926 五十嵐 寿樹

1130928 東

1130929 小原 功

1130930 森 大地

1130932 上園 真輝

1130936 田中 龍之介

1130937 ※

1130938 稲垣 優吾

1130939 池上 舞

1130941 田之倉 京子

1130945 坂本 光平

1130947 清水 優

1130949 川野 真幹

1130950 飯田 明

1130952 若山 弥々

1130954 中島 弘貴

祥吾

花織
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1130957 井出 紘也

1130961 ※

1130964 笹本 拓実

1130966 黒宮 一真

1130969 濱地 翔

1130973 髙橋 亮人

1130974 山本 景斗

1130975 古謝 利樹

1130985 大野 聖弥

1130986 田岡 大典

1130993 長谷川 加奈

1130995 浅井 優幸

1130997 山田 洋太

1131005 山崎 佳子

1131006 髙橋 雅博

1131008 福井 大希

1131012 中村 考智

1131018 大脇 駿

1131019 浦山 竜弥

1131021 菊田 大介

1131022 村上 友樹

1131023 中村 竜太

1131025 ※

1131026 ※

1131027 憲

1131028 菊池 拓哉

1131029 岡宮 侑亮

1131031 清信 妙華

1131033 石井 奈緒

1131036 元木 貞貴

1131043 石橋 滋

1131045 ※

1131046 ※

1131049 小泉 皇希

1131050 福島 詩帆

1131051 本澤 知仁

1131052 後藤 和宏

1131053 斉藤 祐希

1131058 増田 秀平

1131059 大内 望

1131060 宮本 康宏

1131061 ※

1131063 小泉 鷹也

1131064 山本 凱

1131065 杉田 裕樹

1131066 ※

1131067 ※

1131068 新井 光彦

1131070 濱松 和希

1131071 武井 亮介

1131076 川崎 優稀

1131077 中山 文記

1131079 山上 晋平

1131080 村上 裕樹

1131082 吉田 瑞恵

1131083 長見 翔輝

1131084 谷口 惇一

1131085 田口 奎吾

1131087 ※

1131089 砂岡 豊

1131090 宮川 陽太郎

1131091 ※

1131092 常見 直史

1131094 ※

1131095 大川 裕太郎

1131096 幅 駿樹

1131097 田苗 潤之介

1131098 西山 碩紀

1131099 菊地 拓也

1131102 小久保 聡

1131104 池本 望

1131105 新川 理

1131109 ※

1131111 柴田 凜太郎

1131114 立花 成将

1131115 浅野 彩香

1131116 池本 麻美子

1131117 山田 健登

1131118 橋詰 日菜子

1131122 河野 通智

1131123 土信田 倫央

1131124 千葉 祥平

1131126 長谷川 慶一郎

1131129 岩崎 泰章

1131135 村上 雅也

1131141 佐々木 夏瑞

1131142 鎌形 直人

1131143 菅原 志朗

1131148 倉田 侑亮

1131152 猿渡 紘子

1131154 伊藤 万宙

1131155 瀬川 雄貴

1131161 曽根 健司

1131163 増田 賢吾

1131165 鈴木 隆祐

1131166 皆川 幸旺

1131167 楠美 大地

1131169 安田 拓海

1131170 福井 拓志

1131171 村岡 ひかり

1131172 岩田 海靖

1131176 砂川 理

1131178 中城 浩志

1131180 松枝 利育

1131181 相馬 秀紀

1131187 ※

1131188 塚田 拓馬

1131193 瀬戸 健太郎

弘翔
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1131194 鈴木 優輔

1131202 ※

1131206 高村 英幸

1131208 大谷 寛

1131210 石下 創

1131211 窪田 旭寿

1131212 並木 貴弘

1131223 菊池 政広

1131225 山田 健二

1131226 望月 信宏

1131227 ※

1131229 ※

1131246 三瀬 あや香

1131254 塙 泰祐

1131257 西村 直也

1131260 田中 慶

1131265 ※

1131266 村 諒河

1131268 柴

1131270 御正山 慶行

1131271 長野 努

1131280 宮川 禎貴

1131281 神立 泰宏

1131282 稻垣 政寿

1131284 三瓶 兼吾

1131285 松原 耕平

1131286 二村 駿介

1131287 ※

1131290 平松 敬之

1131291 塚本 裕貴

1131293 一法師 広太

1131299 森 惠嗣

1131300 賈 宗也

1131302 本村 大

1131315 髙原 亮

1131316 鈴木 真理子

1131317 本間 瞳

1131323 森居 幹広

1131326 髙橋 遼

1131332 宮川 幸子

1131338 藤野 伸哉

1131339 三宅 賢

1131345 高橋 侑也

1131351 泉 樹

1131359 早田 大介

1131362 戸田 雅人

1131366 井上 幸一

1131368 飯田 友樹

1131370 釜屋 秀雄

1131373 田中 泰継

1131375 渡邉 弘也

1131376 古賀 宗一郎

1131384 田山 洸大

1131385 ※

1131396 佐藤 憲

1131398 橋本 裕美

1131402 木本 雄大

1131404 島村 友浩

1131406 滝川 雄太

1131422 吉嶺 一生

1131431 喜多 和也

1131437 ※

1131438 西田 遼祐

1131442 曺

1131444 ※

1131445 門倉 涼平

1131450 ※

1131460 飯島 駿輔

1131467 森岡 尚己

1131468 小林 大哲

1131470 ※

1131472 馬場 雄大

1131481 森

1131486 ※

1131488 杉浦 太一

1131492 足立 純也

1131498 柿沼 龍

1131499 大畑 貴広

1131503 分銅 雅一

1131505 ※

1131506 本横山 達彦

1131507 有賀 美紗子

1131510 満川 憲司

1131511 飯野 翔太

1131513 ※

1131515 杉浦 新

1131518 前田 裕介

1131520 夏目 佑太

1131522 今泉 光平

1131526 深井 彬雅

1131528 秋永 信

1131531 鎌形 綾音

1131532 中尾 友輔

1131536 根本 克明

1131537 風間 賢人

1131538 大津 青葉

1131542 駒本 啓太

1131543 ※

1131546 昼馬 一太

1131547 孫

1131548 永江 悠真

1131549 村上 力

1131550 岡田 尚也

1131551 園山 隆幸

1131558 半田 尭久

1131559 山口 和樹

1131560 大塚 悠介

1131561 五明 聡史

拓也

瑛蘭

智哉

安琪
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1131568 ※

1131571 田附 柊

1131572 梶田 美紗子

1131573 上田 ひかり

1131574 荒屋 拓未

1131575 栗原 孝介

1131576 石川 朔
（愛知県：49 名）
※印は、氏名非公表申請者
1230001 御園生 佑介

1230009 ※

1230010 三室 健太

1230011 ※

1230015 岸 真有

1230019 土田 健太郎

1230020 長合 孝司

1230022 小林 理沙

1230023 横井 陽並

1230024 吉村 亜佑子

1230025 諏佐 敦志

1230027 江崎 ねね

1230028 川口 堅也

1230033 小野 靖彦

1230036 堀 龍飛

1230037 ※

1230040 角谷 廣一朗

1230041 本江 隆典

1230044 渡邉 安惟

1230047 服部 恭昌

1230049 鈴木 優太

1230051 ※

1230053 平岡 望

1230056 徳川 明梨

1230059 柴田 拳吾

1230062 小島 拓也

1230063 浅野 旺久

1230065 ※

1230066 今尾 美唯

1230067 和嶋 朱音

1230074 ※

1230077 髙野 芳藤

1230079 春日井 友菜

1230081 大石 達也

1230082 小原 勇輝

1230084 津田 捷平

1230086 宮本 悠

1230090 内海 修平

1230091 山内 一輝

1230095 熊澤 吉郎

1230097 山本 真志

1230099 二村 勇輝

1230100 塩谷 誠

1230101 髙橋 於斗音

1230105 中島 克哉

1230113 川中 絢加

1230116 ※

1230122 篠田 秀允

1230125 石川 祥士
（大阪府：170 名）
※印は、氏名非公表申請者
1270002 ※

1270004 名田 文香

1270006 坂本 雅生

1270010 横田 あかね

1270011 土手 翔悟

1270012 段林 翔希

1270014 西本 英明

1270015 橋本 侑也

1270016 安田 有騎

1270017 大平 夏美

1270019 佐藤 多津夫

1270020 善波 敬之

1270021 杉田 豊穣

1270022 星野 凌

1270023 ※

1270028 井上 七海

1270030 田上 義晃

1270031 古林 純一

1270033 森

1270034 中谷 晃久

1270035 杉本 智則

1270036 ※

1270037 天滿 太郎

1270039 志倉 毅保

1270046 野坂 宇内

1270047 石村 悠弥

1270049 棗田 恭平

1270052 岩本 直輝

1270053 中川 彰

1270054 山本 晃佑

直子
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1270056 北尾 有佳里

1270057 勝本 紗貴

1270058 鳥羽 卓朗

1270063 中村 由佳

1270064 岸本 彩華

1270066 小林 遥佳

1270067 山口 紗也翔

1270068 村田 翔吾

1270070 桃井 義永

1270072 吉谷 将

1270074 中島 亜依梨

1270076 市原 優

1270077 髙橋 宏和

1270078 ※

1270079 藤田 珠香

1270082 三宅 優里奈

1270084 伏見 春華

1270085 北村 鴻典

1270086 池渕 知成

1270087 梅澤 拓希

1270089 澤村 和樹

1270090 亀井 裕之

1270091 横手 望

1270092 廣田 忠宣

1270097 堀

1270098 福迫 智也

1270100 池田 大祐

1270103 池本 千夏

1270104 南 樹央

1270112 森川 真

1270113 名東 悠沙

1270114 川澄 里紗

1270115 吉積 愛結

1270116 ※

1270118 角 和季

1270121 奥迫 莉奈

1270125 原田 翔太

1270128 西川 正大

1270129 西﨑 貴哉

1270130 市丸 亮太

1270131 久保田 尚良

1270132 清田 駿

1270133 今岡 大樹

1270135 小林 佑衣

1270136 山本 寛志

1270138 飛田 晴希

1270139 大橋 宙也

1270140 福本 健廣

1270141 松村 栞里

1270143 上東 雅之

1270145 波多野 翔太

1270146 中川 健太郎

1270147 花枝 朋弥

1270148 池田 ひなた

1270150 松田 章汰

1270151 松村 拳吾

1270153 田中 優美子

1270157 山口 悠平

1270158 伊藤 文佳

1270159 太田 匠

1270160 菊井 諒

1270165 福原 悠介

1270168 能宗 明子

1270169 金子 玲奈

1270170 宮口 拓

1270172 ※

1270173 三木 創太

1270176 渡邉 桃香

1270177 小阪 達哉

1270178 竹下 新馬

1270182 笹江 勇佑

1270183 岡田 修明

1270185 岩本 幸子

1270188 鈴木 隆史

1270191 松森 翼

1270192 新井 夕貴

1270194 樺澤 大輔

1270196 坂下 龍

1270197 髙野 和仁

1270200 許田 紗代

1270203 金田 卓也

1270204 大澤 史和

1270206 中西 光司

1270207 田仲 十夢

1270209 篠原 漱一朗

1270213 勢馬 匠

1270216 平松 花香

1270217 水越 善起

1270220 久保 幸輔

1270221 ※

1270223 岩佐 慎平

1270226 中村 聡一郎

1270228 田邊 みのり

1270229 川﨑 純佳

1270231 山口 雄大

1270232 中嶋 翼

1270233 岩田 智也

1270236 北島 明希子

1270237 薮内 一颯

1270239 船津 皓生

1270242 西田 充貴

1270244 兵頭 滉平

1270245 金澤 健太郎

1270246 安部井 恒志

1270250 中村 康平

1270252 松尾 章弘

1270253 ※

1270254 辻 光明

真彰
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1270255 ※

1270256 芦澤 拓海

1270259 土井 翔太

1270260 忌部 澪

1270261 杉本 圭

1270262 足達 正城

1270266 谷

1270268 音川 遥海

1270271 葭 良介

1270272 小川 智裕

1270273 桑野 翔

1270275 計倉 志帆

1270276 金沢 和寛

1270279 澤 瑞歩

1270283 佐藤 貴哉

1270284 高寄 透

1270287 宮﨑 陸

1270289 音川 悠真

1270293 佐藤 広一朗

1270294 菅原 祥王

1270298 木田 珠太郎

1270303 小川 良武

1270305 岡崎 兼尚

1270309 木村 愛梨

1270310 ※

1270313 百道 大起

1270314 坪井 咲希

1270319 中石 航平

1270325 藤本 祐真

1270326 池田 崚也

1270329 小林 謙太

1270334 三好 太介

鴻一

（福岡県：34 名）
※印は、氏名非公表申請者
1400001 二反田 慶丸

1400002 松本 壮太郎

1400004 藤本 将直

1400005 ※

1400008 荒井 友希恵

1400009 帆足 直人

1400010 渡辺 貴広

1400012 實政 恭平

1400013 髙松 孝次

1400016 渡邊 堅太郎

1400018 大内 僚

1400019 米澤 尚悟

1400020 小西 健太郎

1400021 川口 友里

1400028 ※

1400030 長野 慎一郎

1400031 柴田 圭輔

1400032 齋藤 誠

1400033 清重 皓平

1400037 ※

1400038 徳本 久希子

1400039 中田 あずさ

1400040 大塚 美和

1400042 原 太輔

1400049 田中 大地

1400051 別木 美沙季

1400057 三田村 昭

1400058 小原 悠平

1400060 福島 康介

1400065 副島 秀章

1400066 上田 知慶

1400075 雪野 亮太

1400076 水越 崚路

1400081 田中 亮
以 上
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