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都道府県 氏名 認定番号 都道府県 氏名 認定番号
北海道 葛西　研一 001-2-0007 千葉県 村田　慎一 110-2-0004
北海道 澤田　丈夫 001-2-0027 東京都 青砥　健一 227-2-0001
北海道 松倉　正 001-2-0032 東京都 高橋　有樹 013-2-0019
北海道 榊原　宏洋 001-2-0049 東京都 高橋　典子 013-2-0023
北海道 西川　順一 001-2-0053 東京都 近藤　哲弘 013-2-0025
北海道 三原　隆彰 001-2-0054 東京都 穂積　洋平 013-2-0030
北海道 村岡　潤 001-2-0056 東京都 柳　慶子 013-2-0036
北海道 高橋　憲太 001-2-0062 東京都 平野　豊 014-2-0032
北海道 大原　伸 001-2-0063 東京都 由村　剛志 014-2-0035
北海道 内海　翔太 001-2-0069 東京都 山本　眞也 027-2-0006
北海道 石川　彰 102-2-0006 東京都 片桐　克美 105-2-0003
青森県 髙坂　泰行 002-2-0004 東京都 飯田　直弘 105-2-0004
青森県 小田桐　俊亮 002-2-0006 東京都 牧　宏記 106-2-0008
青森県 山本　千文 002-2-0007 東京都 才藤　滋 107-2-0001
青森県 会津　友稀 002-2-0008 東京都 三輪　眞言 107-2-0002
青森県 木立　洋平 002-2-0012 東京都 松本　遥香 203-2-0003
青森県 兼平　祐斗 002-2-0013 東京都 小山田　朋樹 216-2-0007
岩手県 皆野川　徹 003-2-0012 東京都 宮川　昌久 308-2-0003
岩手県 石崎　泰成 003-2-0016 東京都 小島　正和 308-2-0005
宮城県 天野　宏二 004-2-0017 東京都 和田　実 308-2-0006
宮城県 岩間　伸也 004-2-0023 東京都 大島　良彦 315-2-0001
宮城県 加藤　良平 004-2-0024 東京都 吉川　高志 322-2-0022
秋田県 岡崎　真一郎 004ｰ2-0013 東京都 窪田　利幸 322-2-0023
山形県 土門　拓矢 001-2-0066 東京都 大西　幾月 028-2-0054
山形県 阿部　力 006-2-0001 東京都 山口　幸久 012-2-0012
山形県 田中　博志 006-2-0010 東京都 山村　太郎 105-2-0006
福島県 高橋　哲司 007-2-0003 東京都 木原　徳人 106-2-0016
福島県 岩渕　太一 007-2-0004 東京都 関口　真秀 108-2-0005
栃木県 山口　惠資 014-2-0058 東京都 荒嶋　宗徳 107-2-0007
群馬県 中川　淳 010-2-0001 神奈川県 林　健太 001-2-0068
埼玉県 小礒　紀明 011-2-0002 神奈川県 坂口　城治 107-2-0005
千葉県 多田　裕一 012-2-0003 神奈川県 城山　洋太 330-2-0004
千葉県 並木　淳 012-2-0006 神奈川県 江本　清彦 013-2-0035
千葉県 渡邉　範夫 012-2-0007 神奈川県 齋藤　和恵 014-2-0008
千葉県 大橋　一之 012-2-0008 神奈川県 藤田　時彦 014-2-0018
千葉県 宮野　美恵子 012-2-0009 神奈川県 林　幹雄 014-2-0023
千葉県 畑田　晴彦 105-2-0002 神奈川県 増川　幸嗣 014-2-0028
千葉県 関根　伸育 203-2-0001 神奈川県 国見　悦郎 014-2-0039
千葉県 関根　理恵 203-2-0002 神奈川県 新美　隆宏 014-2-0042
千葉県 竹山　隆康 227-2-0003 神奈川県 榊原　和久 014-2-0043
千葉県 関　慶 012-2-0010 神奈川県 富永　信一郎 014-2-0044
千葉県 紺野　茂 012-2-0011 神奈川県 堀溝　善勇 014-2-0045
千葉県 市原　和代 012-2-0013 神奈川県 石田　道生 014-2-0046
千葉県 杉田　勇樹 012-2-0014 神奈川県 田窪　宏生 014-2-0047
千葉県 亀井　靖生 012-2-0020 神奈川県 白田　浩幹 014-2-0048
千葉県 千村　伊作 012-2-0021 神奈川県 大久保　博英 014-2-0050
千葉県 橘　輝樹 012-2-0024 神奈川県 国見　優太 014-2-0051
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神奈川県 波田　由夏子 014-2-0054 富山県 岡田　一広 018-2-0015
神奈川県 山本　浩資 022-2-0033 富山県 倉石　清和 018-2-0016
神奈川県 星　栄一 105-2-0005 石川県 大西　治夫 019-2-0002
神奈川県 二松　工 106-2-0005 福井県 明石　正晴 020-2-0004
神奈川県 近藤　等 106-2-0009 福井県 湯浅　健一郎 020-2-0011
神奈川県 仲　彰英 201-2-0001 福井県 赤土　正剛 020-2-0017
神奈川県 宇多　弘次 205-2-0006 静岡県 落合　正巳 021-2-0001
神奈川県 蛭子井　貴 206-2-0001 静岡県 高橋　幸吉 021-2-0004
神奈川県 二階　朋子 211-2-0002 静岡県 仲川　登 021-2-0008
神奈川県 石原　伸浩 212-2-0006 静岡県 水野　三喜 021-2-0014
神奈川県 黒田　志郎 212-2-0007 静岡県 鈴木　洋輔 021-2-0015
神奈川県 松永　義昭 212-2-0008 静岡県 市川　和典 021-2-0016
神奈川県 柳澤　康信 213-2-0004 静岡県 杉山　武靖 021-2-0017
神奈川県 西間　亮 213-2-0005 静岡県 長谷川　勝啓 021-2-0018
神奈川県 入谷　和彦 216-2-0006 愛知県 碓井　真大 001-2-0064
神奈川県 畠山　知己 222-2-0001 愛知県 本多　哲也 022-2-0018
神奈川県 松本　雄二 227-2-0008 愛知県 坂井　正和 022-2-0022
神奈川県 齋藤　ちとせ 308-2-0002 愛知県 南原　健一 022-2-0026
神奈川県 松石　万希子 309-2-0001 愛知県 石黒　裕之 022-2-0030
神奈川県 榎本　裕 315-2-0002 愛知県 櫻井　真也 022-2-0040
神奈川県 原田　浩二 322-2-0007 愛知県 横田　順市 110-2-0003
神奈川県 服部　祐太 322-2-0010 愛知県 三輪　虹輝 025-2-0029
神奈川県 竹内　賢太郎 322-2-0014 愛知県 渡辺　駿 025-2-0035
神奈川県 福島　望 322-2-0016 愛知県 中西　真紀 023-2-0013
神奈川県 菅澤　祐輔 322-2-0024 愛知県 三軒　わかば 022-2-0042
神奈川県 吉川　彰人 330-2-0001 愛知県 古内　祐介 022-2-0043
神奈川県 赤井　寛 330-2-0002 愛知県 三浦　信郎 110-2-0005
神奈川県 鎌田　雪枝 232-2-0001 愛知県 米本　裕 022-2-0045
神奈川県 池田　健人 232-2-0002 愛知県 石黒　武志 022-2-0046
神奈川県 吉田　誠 014-2-0060 三重県 堀江　俊光 023-2-0010
神奈川県 熊川　博 232-2-0003 三重県 桜井　智美 023-2-0020
神奈川県 簗瀬　欣二 232-2-0004 三重県 島田　滝介 023-2-0012
神奈川県 松尾　海里 232-2-0005 三重県 荒木　貞雄 023-2-0014
神奈川県 内田　瑠希也 232-2-0006 三重県 伊藤　哲朗 023-2-0016
神奈川県 店田　唯希 232-2-0007 三重県 木平　順也 023-2-0018
神奈川県 宮内　寧亜 232-2-0008 三重県 西山　和仁 023-2-0019
神奈川県 内藤　りな 232-2-0009 三重県 野口　幸一 023-2-0025
山梨県 渡邊　房子 015-2-0010 三重県 草川　貴也 023-2-0023
山梨県 渡邊　真 015-2-0011 岐阜県 児玉　晴夫 024-2-0014
新潟県 小保　祥一 016-2-0006 滋賀県 西居　基晴 025-2-0004
新潟県 鈴木　智之 016-2-0009 滋賀県 山本　伸善 025-2-0013
新潟県 佐藤　駿 016-2-0010 滋賀県 城　務 025-2-0020
新潟県 成山　義人 016-2-0011 滋賀県 橋本　和 025-2-0024
新潟県 澁谷　和人 016-2-0012 滋賀県 中野　慎也 025-2-0043
新潟県 横山　卓之 016-2-0014 滋賀県 中村　滋男 025-2-0044
富山県 高野　浩昌 018-2-0011 滋賀県 深谷　幸嗣 026-2-0019
富山県 村井　隆 018-2-0013 滋賀県 町井　義秀 026-2-0022
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滋賀県 山本　正 028-2-0062 岡山県 河田　隆宏 033-2-0011
滋賀県 高橋　利明 111-2-0003 岡山県 諏訪　毅 036-2-0018
滋賀県 辻元　一紀 111-2-0004 広島県 井川　史朗 034-2-0002
京都府 北島　舞 025-2-0047 広島県 小寺　宏明 034-2-0025
京都府 永井　健一 026-2-0003 広島県 藤井　裕文 034-2-0027
京都府 神原　里佳 026-2-0015 広島県 石川　常義 034-2-0028
京都府 鈴木　克宗 026-2-0034 広島県 槇原　久紀 034-2-0030
京都府 西村　真洋 026-2-0039 広島県 後藤　貴之 034-2-0033
京都府 高山　裕希 026-2-0043 広島県 辻　和也 034-2-0034
京都府 伊庭　直美 111-2-0005 広島県 宮西　勇 034-2-0035
大阪府 岩﨑　洋一 027-2-0001 広島県 土井　真子 034-2-0036
大阪府 藤原　洋彰 027-2-0004 広島県 河井　正人 034-2-0037
大阪府 田中　令江 028-2-0012 広島県 白井　敏文 034-2-0038
大阪府 廣島　伸一 028-2-0030 広島県 小菅　正幸 034-2-0039
大阪府 太田　晶久 028-2-0038 広島県 泉　正次 034-2-0041
大阪府 好多　英次 028-2-0040 広島県 原田　憲幸 035-2-0019
大阪府 西王地　聖仁 205-2-0005 広島県 上原　正勝 113-2-0002
大阪府 中尾　周史 212-2-0001 広島県 小山　悟 113-2-0003
大阪府 村山　信一 219-2-0003 山口県 鳥取　有希子 035-2-0020
大阪府 清水　友紀 028-2-0051 香川県 岡田　光信 036-2-0008
兵庫県 松崎　和弘 028-2-0014 香川県 樋上　聡史 036-2-0015
兵庫県 西尾　隆 028-2-0022 香川県 山田　佳明 036-2-0016
兵庫県 目瀬　好男 028-2-0025 徳島県 澳津　康賀 037-2-0002
兵庫県 川瀬　康治 028-2-0034 徳島県 森下　嘉樹 108-2-0004
兵庫県 山岡　祥記 028-2-0045 愛媛県 米谷　方利 036-2-0010
兵庫県 北口　千裕 028-2-0052 愛媛県 深瀬　宗久 038-2-0009
兵庫県 加藤　幸二 028-2-0055 高知県 青木　真 039-2-0013
兵庫県 田中　拓磨 028-2-0058 福岡県 重松　秀樹 040-2-0010
兵庫県 戸嶋　博之 028-2-0059 福岡県 宮崎　太一 040-2-0026
兵庫県 鳥澤　太郎 028-2-0060 福岡県 北方　貴紀 040-2-0028
兵庫県 抜井　康樹 029-2-0004 福岡県 佐藤　麻衣子 040-2-0029
兵庫県 岩田　俊彦 224-2-0008 福岡県 立石　欣也 040-2-0036
兵庫県 中澤　剛士 304-2-0002 福岡県 市橋　隆司 041-2-0028
兵庫県 川口　和晃 106-2-0011 佐賀県 中山　英弘 041-2-0002
和歌山県 中村　厚子 030-2-0006 佐賀県 北原　由佳 041-2-0014
和歌山県 中村　和哉 030-2-0008 佐賀県 稲葉　伸理 041-2-0024
和歌山県 矢野　健太郎 030-2-0012 佐賀県 井上　宏 041-2-0009
和歌山県 永岡　靖久 030-2-0016 佐賀県 増本　哲也 041-2-0025
和歌山県 尾川　潤 030-2-0020 佐賀県 中島　昌英 041-2-0004
和歌山県 中村　悠耶 030-2-0022 佐賀県 小村　聡 041-2-0030
和歌山県 岩出　彰 030-2-0026 佐賀県 増本　さやか 041-2-0031
和歌山県 小久保　伸一 030-2-0027 佐賀県 宮﨑　祥士朗 041-2-0032
和歌山県 宮本　先朗 112-2-0016 佐賀県 新郷　健太 041-2-0035
鳥取県 松本　充 031-2-0003 佐賀県 保利　守男 041-2-0036
島根県 菊池　耕三 032-2-0001 長崎県 西村　隆 042-2-0012
島根県 加藤　修治 032-2-0003 長崎県 田川　昭信 042-2-0014
岡山県 岩崎　裕児 033-2-0008 長崎県 森下　勇示 042-2-0016
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長崎県 浅川　潮太郎 042-2-0017
大分県 小柳　勝也 044-2-0004
大分県 河野　義樹 044-2-0006
大分県 甲斐　逸平 044-2-0012
宮崎県 坂元　明広 045-2-0001
宮崎県 廣池　達哉 045-2-0002
宮崎県 橋口　昭彦 045-2-0005
宮崎県 松宮　哲夫 045-2-0007
宮崎県 平島　昇 045-2-0008
宮崎県 上妻　明弘 045-2-0009
宮崎県 山元　麻理 045-2-0012
鹿児島県 大迫　哲弘 046-2-0002
鹿児島県 田中　俊一 046-2-0006
鹿児島県 瀬戸山　茂 046-2-0007
鹿児島県 北郷　浩一郎 046-2-0008
鹿児島県 古田　知明 046-2-0009
鹿児島県 松尾　博文 046-2-0010
鹿児島県 辻　貴洋 046-2-0025
鹿児島県 出之口　隼人 046-2-0026
鹿児島県 元津　大地 046-2-0027
鹿児島県 濵田　高美 046-2-0029
鹿児島県 福島　政志 046-2-0030
鹿児島県 三森　淳 046-2-0032
鹿児島県 市来　孝夫 115-2-0009
鹿児島県 上山　教夫 115-2-0012
鹿児島県 平川　元通 205-2-0002
沖縄県 有銘　兼一 047-2-0001
沖縄県 杉本　武 047-2-0003
沖縄県 沖塩　直樹 205-2-0004
沖縄県 平野　貴也 228-2-0002
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