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都道府県 氏名 認定番号 都道府県 氏名 認定番号
岩手県 坂本　晋 003-3-0011 京都府 糸川　朝子 036-3-0002
岩手県 佐藤　裕典 003-3-0012 大阪府 小佐川　紘以 013-3-0021
岩手県 小成　朋志 003-3-0016 大阪府 西村　竜哉 025-3-0032
福島県 内田　善啓 007-3-0004 大阪府 西村　駿徳 026-3-0052
福島県 佐藤　正道 007-3-0009 大阪府 中井　洋介 026-3-0060
福島県 保科　昇 007-3-0013 大阪府 小松　慎平 027-3-0001
福島県 高橋　陽子 007-3-0018 大阪府 中井　竜聖 030-3-0004
千葉県 竹腰　真紀子 303-3-0009 大阪府 玉置　純 303-3-0005
千葉県 田谷　雅幸 330-3-0001 兵庫県 山元　紗代子 026-3-0055
東京都 栗原　伸太郎 108-3-0001 兵庫県 中川　裕正 112-3-0012
東京都 石丸　寿美子 108-3-0002 兵庫県 小田　和美 112-3-0013
東京都 高橋　洋史 108-3-0004 兵庫県 口分田　真 112-3-0014
東京都 橘田　佳音利 212-3-0004 兵庫県 濵田　紀雄 112-3-0015
東京都 釜田　博久 330-3-0002 兵庫県 伊藤　勇 312-3-0002
神奈川県 相原　恵美子 014-3-0024 鳥取県 伊勢田　愛 025-3-0029
神奈川県 相原　佳代子 014-3-0025 岡山県 池田　未奈 033-3-0001
神奈川県 加藤　均 014-3-0027 岡山県 高坂　和男 033-3-0002
神奈川県 石渡　日出男 105-3-0011 岡山県 黒川　健一郎 112-3-0009
神奈川県 飯島　洋一 107-3-0019 山口県 河村　諒 026-3-0050
神奈川県 角　鉄也 108-3-0010 山口県 山地　海心 035-3-0001
神奈川県 中本　広之 108-3-0011 香川県 夛田　晴香 036-3-0001
神奈川県 南　響 232-3-0001 香川県 長谷川　真大 036-3-0003
神奈川県 松石　晋 309-3-0008 香川県 坂東　祐介 036-3-0004
神奈川県 押小路　実弘 322-3-0027 香川県 和田　哲治 036-3-0005
神奈川県 清水　教男 327-3-0001 香川県 川北　祐一郎 036-3-0006
神奈川県 鈴田　眞由美 330-3-0003 香川県 酒巻　竜史 036-3-0007
神奈川県 多田　新 330-3-0004 香川県 藤村　康人 036-3-0008
新潟県 稲葉　省吾 016-3-0012 香川県 池本　裕文 036-3-0009
新潟県 高橋　英晃 016-3-0015 香川県 山田　幸永 036-3-0010
滋賀県 青山　悟士 025-3-0030 香川県 山田　貴子 036-3-0011
滋賀県 山口　寛生 025-3-0031 香川県 鈴木　孝則 036-3-0012
滋賀県 丹羽　示尚 025-3-0033 香川県 山本　美砂子 036-3-0013
滋賀県 仮谷　太一 025-3-0034 香川県 水藤　圭祐 036-3-0014
滋賀県 石崎　寛子 025-3-0036 香川県 流　千里 036-3-0015
滋賀県 池田　怜央 025-3-0037 香川県 佐々木　隆司 036-3-0016
滋賀県 中崎　博斗 025-3-0038 香川県 日下部　洋一 036-3-0017
滋賀県 上中　惇郎 025-3-0039 香川県 中山　紀子 036-3-0018
滋賀県 笠木　崚矢 026-3-0048 香川県 木村　友紀 036-3-0019
京都府 池田　拓己 025-3-0035 香川県 石井　達也 036-3-0020
京都府 小野　倖士朗 026-3-0049 香川県 長谷　吉晃 093-3-0001
京都府 出村　悠太 026-3-0051 香川県 中　博史 112-3-0008
京都府 鈴木　萌風 026-3-0053 徳島県 中野　太洋 037-3-0001
京都府 青山　竜也 026-3-0054 徳島県 林　滉晴 037-3-0002
京都府 浅井　遼哉 026-3-0056 徳島県 間　健治 112-3-0010
京都府 原田　達郎 026-3-0057 徳島県 桝田　隆 112-3-0011
京都府 保家　大将 026-3-0059 愛媛県 片山　昭 038-3-0014
京都府 橋本　知香 029-3-0003 愛媛県 松井　清三 038-3-0016
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愛媛県 森貞　雅博 038-3-0020
愛媛県 堤　孝二 038-3-0023
愛媛県 市川　悠斗 038-3-0031
愛媛県 真鍋　優 038-3-0032
福岡県 峰岡　拓真 026-3-0058
佐賀県 重　陽一 041-3-0001

※本名簿はレースオフィサー規程に定める資格認定要件を満たした者を掲載しています。
※記載の都道府県は会員登録された居住地で区分しています。 No.2／2


