
2022/3/8
JSAFレースマネジメント委員会

都道府県 氏名 認定番号 都道府県 氏名 認定番号
北海道 菊地　透 001-1-0002 神奈川県 京黒　太郎 014-1-0009
北海道 濱田　賢 001-1-0003 神奈川県 角野　吉則 014-1-0011
北海道 田口　真一 001-1-0004 神奈川県 横田　雅信 014-1-0012
北海道 武者　裕之 001-1-0005 神奈川県 林　俊彦 206-1-0002
北海道 濱野　文 001-1-0006 神奈川県 外尾　竜一 206-1-0003
北海道 福田　慎之介 001-1-0007 神奈川県 佐々木　龍也 227-1-0001
北海道 福田　衛 001-1-0008 神奈川県 福島　哲家 306-1-0001
北海道 江野　紳 001-1-0022 神奈川県 飯澤　則之 315-1-0003
青森県 高谷　智 002-1-0002 神奈川県 高宮　元人 322-1-0008
岩手県 長塚　奉司 003-1-0001 神奈川県 芝田　崇行 322-1-0011
岩手県 佐々木　貴浩 003-1-0003 神奈川県 重田　敏浩 322-1-0017
岩手県 山下　亮 003-1-0004 神奈川県 末木　創造 401-1-0001
岩手県 橋本　洋平 003-1-0005 神奈川県 福井　洪一 013-1-0013
宮城県 岡嶋　佳治 004-1-0004 神奈川県 高橋　昌威 212-1-0002
宮城県 伊藤　公太 004-1-0007 神奈川県 小菅　寧子 016-1-0004
宮城県 遠藤　芳純 004-1-0008 神奈川県 武藤　重 013-1-0007
宮城県 倉持　隆一 004-1-0009 神奈川県 磯部　君江 032-1-0001
山形県 佐藤　久哉 006-1-0003 山梨県 古屋　勇人 015-1-0001
福島県 広田　喜世人 007-1-0001 山梨県 古宮　裕介 015-1-0002
茨城県 高野　進 008-1-0002 山梨県 三浦　国彦 015-1-0003
茨城県 木村　俊介 008-1-0003 山梨県 谷尾　美樹 015-1-0004
茨城県 小松崎　良晃 008-1-0004 新潟県 津野　洋 016-1-0003
埼玉県 高橋　祐司 013-1-0005 富山県 放生　博行 018-1-0001
千葉県 斉藤　威 012-1-0001 石川県 岩城　宏志 019-1-0003
千葉県 伊藤　亮一 012-1-0002 石川県 青山　貴志 019-1-0004
千葉県 斎藤　晴彦 105-1-0001 福井県 鈴木　規之 020-1-0001
千葉県 大西　隆浩 212-1-0001 福井県 藤井　章一郎 020-1-0002
千葉県 小野　新 008-1-0005 福井県 土岡　正治 020-1-0003
千葉県 田中　郁也 225-1-0001 静岡県 鈴木　章太郎 021-1-0001
東京都 山本　俊貴 011-1-0001 静岡県 中嶋　浩二郎 021-1-0002
東京都 渡辺　勝 013-1-0004 静岡県 中島　量敏 021-1-0003
東京都 木村　秀晴 013-1-0006 静岡県 箱守　康之 021-1-0004
東京都 篠宮　元子 013-1-0008 静岡県 弥久保　金恵 021-1-0005
東京都 佐藤　百一 014-1-0008 静岡県 山田　賢司 109-1-0001
東京都 鈴木　一行 106-1-0002 愛知県 岡田　彰
東京都 中里　英一 106-1-0003 愛知県 白川　健一 022-1-0002
東京都 鍵冨　真一 107-1-0002 愛知県 斉藤　英明 022-1-0007
東京都 大野　稔久 108-1-0001 愛知県 生田　真紀夫 022-1-0011
東京都 坂井　康弘 013-1-0011 愛知県 内山　貴宣 022-1-0037
東京都 谷口　弘次 013-1-0012 愛知県 長坂　收 110-1-0001
東京都 池田　知之 013-1-0010 愛知県 石倉　俊宏 022-1-0009
東京都 石原　敏明 013-1-0009 三重県 川戸　仁 023-1-0002
神奈川県 内田　伸一 三重県 長谷川　正也 023-1-0003
神奈川県 大庭　秀夫 014-1-0001 岐阜県 水野　秀輝 022-1-0003
神奈川県 小阪　康司 014-1-0003 京都府 坂　文彦 026-1-0002
神奈川県 宮崎　景 014-1-0006 京都府 中西　金一郎 026-1-0003
神奈川県 木内　誠 014-1-0007 京都府 奥村　俊宜 028-1-0005
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京都府 宮崎　公邦 025-1-0002
京都府 田中　直樹 026-1-0004
大阪府 恵谷　徹 026-1-0001
大阪府 弘中　健史 027-1-0001
大阪府 山岡　閃 112-1-0006
大阪府 間下　正司 311-1-0001
大阪府 白子　清士 025-1-0003
兵庫県 菅野　輝郎 013-1-0027
兵庫県 米谷　淳 028-1-0004
兵庫県 上塚　哲平 028-1-0006
兵庫県 笠木　伸平 028-1-0007
兵庫県 横山　英博 112-1-0007
兵庫県 宇都宮　則夫 313-1-0006
奈良県 石崎　五一郎 029-1-0001
和歌山県 山口　慶一 030-1-0001
和歌山県 高橋　航 030-1-0002
鳥取県 中村　昭仁 031-1-0002
岡山県 池上　亜樹 033-1-0001
岡山県 入澤　英伸 033-1-0004
岡山県 吉田　和晃 036-1-0002
広島県 大原　博實 034-1-0001
広島県 兼田　幸治 034-1-0002
広島県 檜皮　浩二 034-1-0006
広島県 松尾　英樹 034-1-0007
広島県 吉川　巌一 034-1-0031
山口県 中村　光恵 035-1-0001
山口県 花田　卓教 035-1-0002
山口県 今村　光利 035-1-0003
香川県 九富　潤一郎 036-1-0003
香川県 齋藤　修 036-1-0004
香川県 小野澤　秀典 303-1-0002
愛媛県 黒川　重男 038-1-0001
愛媛県 大槻　映幸 038-1-0004
高知県 井土　晴喜 039-1-0002
福岡県 穂坂　浩 004-1-0006
福岡県 岡部　幸司 040-1-0003
福岡県 吉留　容子 040-1-0006
福岡県 髙野　由美子 040-1-0007
福岡県 岡村　勝美 040-1-0008
佐賀県 保利　正孝 041-1-0004
長崎県 古賀　誠次 042-1-0001
長崎県 森崎　一則 042-1-0003

※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


