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い 石垣病院 113 佐藤　直美 き 帰巖会みえ病院 91 飯田　幸織 た 高田病院 15 小野佳奈枝

121 白井久美子 く 黒木記念病院 3 後藤さやか 高田中央病院 4 弓崎　慶一

井野辺病院 125 内田　莉奈 18 一丸　　愛 10 丸小野啓介

126 赤峰　奈緒 19 山下　圭子 20 木部　和代

う 内田病院 67 藤末　　隆 21 岡山　　涼 89 西田麻里絵

83 三輪　祥平 25 馬場　洋平 124 奥村　幸恵

え えとう内科病院 103 神田　容子 26 佐藤　未侑 つ 津久見中央病院 60 岩﨑　正和

衛藤病院 58 岩男　久美 27 大村　芽吹 105 戸田美穂子

お 大分丘の上病院 106 後藤　真伍 28 甲斐　優子 な 中津胃腸病院 77 宮本奈緒加

大分岡病院 7 安部　涼子 29 多田　紀江 81 岩渕　郁子

46 塚崎ちひろ 30 吉川　彩子 85 光根　美保

59 阿部妃登美 31 加藤さえ子 中津第一病院 65 末宗　恵子

63 桑野　美紀 34 南　　雄大 中村病院 110 清末　実枝

66 野中咲与子 70 原　　光明 122 日衞島今朝子

80 岡　佳奈枝 74 工藤　麻衣 の 野口病院 35 甲斐　裕子

大分記念病院 55 菊池由加理 86 和田　博美 76 山本　加菜

84 河野　貴子 99 阿部久美子 96 波多野真代

88 清松佑里恵 100 豊田　　栞 は 畑病院 61 荒金　　翔

111 秦野　祐樹 101 小川　由香 へ 別府中央病院 54 首藤　美穂

68 平池　妙子 け 桂林病院 45 長田　智幸 1 西川　洋平

119 金丸　亜希 こ コスモス病院 49 笹田　拓海 2 梶山　　哲

120 西尾　　愛 104 上野　聖子 17 矢野　美紅

大分下郡病院 37 元永　信子 109 松﨑　由美 23 佐藤　真衣

38 安部　綾子 五反田病院 112 新川　大輝 39 高月智恵子

57 釘宮　重信 114 仲宗根楊平 43 笹原　紀子

大分循環器病院 78 朝来野真理 115 羽野　裕介 44 上田　祐史

93 松原　知夏 117 佐藤　実希 50 岩井中瑛梨

94 上野　　悟 118 榮多　将之 75 戸髙　良祐

大分中村病院 48 黒田　　厚 さ 佐伯中央病院 79 三浦　由美 87 佐藤　里美

71 池永　健太 坂ノ市病院 24 田中　健士 95 高倉　沙樹

72 藤本　邦洋 佐賀関病院 62 平山　匡史 98 衛藤　皇星

123 河野　将也 107 釘宮麻衣子 116 加藤　織江

大分友愛病院 14 吉田　　彰 サンライズ酒井病院 127 枝村　和也 別府湾腎泌尿器病院 22 中根　麻衣

大久保病院 36 工藤　優恭 128 佐藤　直人 む 村上記念病院 42 鬼塚　知春

40 工藤　紋加 129 野田　将士 り リバーサイド病院 97 出口　蒼也

53 後藤　祐樹 す 諏訪の杜病院 64 大島穂乃花 わ 和田病院 5 岩永　純一

82 衞藤　　陸 そ 曽根病院 32 生野　貴義 8 衛本　香織

108 渡邊　典子 56 牧　　拓矢 9 元永　道子

大貞病院 6 中坂　　大 た 大東よつば病院 12 髙橋　　勝 13 山﨑　直充

か 川嶌整形外科病院 11 別府　杏聖 52 佐藤　健誠 33 瀬戸　亮一

47 宮田　健司 69 工藤　真一 51 兵藤　真理

き 帰巖会みえ病院 16 川部　理恵 73 竜田　洋文 92 矢頭　隆史

41 藤田みゆき 90 片桐　光代 102 佐野　涼子
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