
都道府県 市区町村 氏名 修了認定番号 認定年月日

茨城県 かすみがうら市 芝山　孝幸 09-0078 平成22年4月1日
ひたちなか市 宮部　和浩 08-0090 平成21年4月1日
笠間市 河村　亞希 10-0171 平成23年4月1日
古河市 関　恭平 09-0474 平成22年12月5日

坂本　和之 08-0051 平成21年4月1日
坂東市 飯田　健太郎 09-0416 平成22年4月1日
小美玉市 金杉　誠和 07-0411 平成20年12月7日
常陸大宮市 大曽根　拓也 11-0369 平成24年12月9日
神栖市 山本　淳二 11-0035 平成24年4月1日
水戸市 石川　博貴 15-0093 平成28年4月13日
水戸市千波町 薄井　泉生 07-0141 平成20年4月1日
日立市 鈴木　達也 07-0039 平成20年4月1日

栃木県 長　秀和 09-0215 平成22年4月1日
神長　大貴 16-0013 平成29年4月1日

宇都宮市 大島　正信 09-0039 平成22年4月1日
宇都宮市新星町 小倉　柱三 06-0129 平成19年4月1日
宇都宮市東原町 関　直輝 12-0285 平成25年4月1日
塩谷郡高根沢町 荒井　拓郎 10-0146 平成23年4月1日

大橋　守昭 07-0424 平成20年12月14日
下都賀郡 板橋　謙 15-0198 平成28年4月16日
下都賀郡野木町 川俣　瑞紀 13-0226 平成26年7月2日
下野市 田中　康彦 08-0260 平成21年5月7日
佐野市赤見町 長竹　崇浩 11-0372 平成24年4月1日
鹿沼市 中野　真幸 13-0234 平成26年9月28日
小山市 古山　隆祐 10-0233 平成23年5月6日

大久保　徳光 10-0221 平成23年4月26日
柏瀬　康子 11-0063 平成24年4月1日
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疋田　健次郎 05-0177 平成18年4月1日
栃木市 佐藤　恭平 13-0134 平成26年4月1日
那須塩原市 幾田　健一 13-0096 平成26年4月1日

瀬端　邦章 15-0226 平成28年4月1日
日光市 平石　恵一 08-0270 平成21年4月1日

群馬県 伊勢崎市 井出　貴保 10-0151 平成23年4月1日
甘楽郡下仁田町 木暮　守宏 09-0244 平成22年4月1日
館林市 小池　崇 13-0022 平成26年4月1日
館林市大谷町 久保　佑介 08-0361 平成21年11月8日
桐生市 中島　靖之 08-0061 平成21年4月10日
高崎市 高橋　奈央美 05-0056 平成18年4月1日

松澤　昌紀 06-0190 平成19年4月14日
鈴木　崇史 07-0369 平成20年7月1日

渋川市 関口　有希 06-0224 平成19年4月2日
前橋市 小野里　広樹 09-0100 平成22年4月1日

石井　大裕 11-0132 平成24年4月1日
梅山　貴史 15-0153 平成28年4月1日
羽鳥　貴紀 15-0272 平成28年11月23日

前橋市前箱田町 片山　修 05-0311 平成18年4月1日
太田市 西川　彰 05-0001 平成18年4月1日
邑楽郡 森田　惇一 07-0433 平成20年12月14日
利根郡昭和村 新田　綾 07-0150 平成20年4月1日

新田　健治 07-0149 平成20年4月1日
埼玉県 菊嶋　恵美子 10-0427 平成23年9月25日

小林　伸人 09-0108 平成22年4月1日
森田　篤史 07-0441 平成20年4月1日
前田　有美 09-0478 平成22年11月15日
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前島　洋 10-0153 平成23年4月1日
双木　忠彦 06-0082 平成19年4月1日
中山　宏美 06-0145 平成19年4月1日
齊藤　早希子 14-0240 平成27年4月1日

さいたま市 下間　誠 10-0188 平成23年4月1日
関口　将一 10-0239 平成23年4月1日
山本　浩貴 08-0242 平成21年4月1日
松林　章博 09-0037 平成22年4月1日
石倉　一平 09-0115 平成22年4月1日
池田　侑平 09-0374 平成22年5月22日
長谷川　瑞紀 10-0312 平成23年4月1日
萩原　秀章 08-0027 平成21年4月1日
晝間　裕樹 10-0277 平成23年4月1日

さいたま市岩槻区 岩田　一道 09-0390 平成22年4月1日
さいたま市見沼区 小渡　吉明 10-0106 平成23年4月1日
さいたま市西区 伊澤　重人 13-0048 平成26年4月1日
さいたま市大宮区 小野　善洋 13-0032 平成26年4月1日
さいたま市南区 増田　輝久 07-0299 平成20年6月1日
さいたま市北区 安　鍾得 09-0038 平成22年4月1日

岡谷　信介 07-0343 平成20年4月1日
加藤　良樹 05-0374 平成18年11月23日
三島　洋之 08-0100 平成21年4月1日
湯澤　政彦 07-0102 平成20年4月1日

さいたま市緑区 五十嵐　隆敏 10-0533 平成23年4月1日
藤原　廣大 13-0087 平成26年4月1日

ふじみ野市 齋藤　学 12-0203 平成25年4月1日
越谷市 橘　翔吾 06-0192 平成19年4月1日
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三井　弘子 09-0392 平成22年4月1日
加藤　大明 11-0344 平成24年4月1日
田副　香澄 12-0096 平成25年4月2日

桶川市 寳珠山　俊兵 05-0046 平成18年4月1日
茂野　有一郎 15-0296 平成28年4月1日

加須市 福田　富士雄 08-0014 平成21年4月1日
久喜市 熊木　惠津枝 07-0201 平成20年4月23日

田沼　貴志 12-0151 平成25年4月1日
狭山市 佐原　保富 06-0270 平成19年4月1日
熊谷市 森川　洋平 12-0277 平成25年5月31日
戸田市 梅田　誠 05-0200 平成18年4月1日

春山　将 12-0140 平成25年5月1日
幸手市 小林　裕幸 10-0087 平成23年4月1日
坂戸市 吉本　憲司 08-0190 平成21年4月1日

木下　博史 05-0119 平成18年4月1日
三芳市 荻原　康之 09-0097 平成22年4月1日
志木市 神尾　強司 08-0069 平成21年4月1日
春日部市 山口　桜実 05-0329 平成18年4月1日
所沢市 岩﨑　昇 07-0401 平成20年4月21日

森田　泰彦 05-0207 平成18年4月1日
青津　泰史 09-0219 平成22年4月1日
村田　真千果 10-0162 平成23年4月1日
中村　幸次 05-0172 平成18年4月1日
中島　豊高 05-0325 平成18年4月1日
朴　明煥 09-0086 平成22年4月1日
常岡　祐介 12-0294 平成25年9月22日

所沢市小手指町 伝法　権人 15-0175 平成28年4月1日
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上尾市 綾川　久男 10-0385 平成23年8月1日
新座市 大瀧　晃 09-0383 平成22年4月1日
川越市 小久保　慎也 11-0155 平成24年6月1日

小黒　正幸 08-0425 平成21年10月4日
石関　祐輔 06-0119 平成19年4月1日
勝亦　洸介 12-0020 平成25年4月1日
新井　幸枝 07-0482 平成20年4月1日

川口市 高橋　和人 10-0107 平成23年4月1日
佐々木　佑也 10-0244 平成23年4月1日
上川　充広 06-0024 平成19年4月1日
田中　信太郎 07-0092 平成20年4月1日
渡邉　武彦 08-0134 平成21年4月1日
内藤　潤 09-0157 平成22年4月1日
明瀬　隆史 11-0056 平成24年4月1日
髙田　樹和 11-0134 平成24年4月1日
渡部　善仁 14-0349 平成27年4月2日

秩父市 引間　隆宏 06-0107 平成19年4月1日
大澤　武雄 07-0056 平成20年4月1日
日吉　匠 11-0027 平成24年4月14日

朝霞区 西尾　正範 11-0066 平成24年4月1日
朝霞市 冨岡　直子 10-0445 平成23年4月1日

市川　茂 14-0071 平成27年4月1日
佐々木　ちさと 16-0043 平成29年4月1日

入間郡 二瓶　伊浩 10-0202 平成23年4月15日
入間市 三改木　優志 07-0427 平成21年1月28日
入間市豊岡 鹿倉　孝太 06-0070 平成19年4月1日
八潮市八潮 酒井　哲男 10-0056 平成23年4月1日
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飯能市 城代　明俊 07-0057 平成20年4月1日
土屋　良子 06-0075 平成19年4月1日
齋藤　徹雄 10-0088 平成23年4月6日

比企郡川島町 関口　学 15-0074 平成28年4月1日
富士見市 丹野　直人 13-0165 平成26年4月1日

石井　智久 14-0104 平成27年4月1日
和光市 大木　正浩 09-0277 平成22年4月1日
蕨市 川俣　琢麿 10-0369 平成23年5月6日

千葉県 内田　孝志 06-0063 平成19年4月1日
立岩　直子 11-0083 平成24年4月2日

旭市 小倉　康利 12-0069 平成25年4月1日
我孫子市 岩渕　誠 09-0082 平成22年4月1日
鎌ケ谷市 吉﨑　大典 08-0039 平成21年4月1日

佐藤　敦俊 11-0164 平成24年4月23日
佐倉市 安田　篤史 09-0006 平成22年4月1日
市原市 岩瀬　泰介 11-0126 平成24年4月1日
市原市ちはら台 中靏　貴夫 15-0061 平成28年5月1日
市川市 市川　祐二 07-0137 平成20年4月1日

今野　智正 12-0227 平成25年5月1日
神宮司　修 13-0259 平成26年9月28日

市川市南八幡 長谷川　育男 09-0040 平成22年4月2日
習志野市 村山　正和 06-0265 平成19年4月1日

畠山　正昭 09-0445 平成22年12月5日
松戸市 後藤　崇 09-0323 平成22年4月1日

伊藤　悟 12-0036 平成25年4月1日
千葉市 杉田　尚矢 08-0106 平成21年4月22日
千葉市若葉区 白井　孝朋 10-0447 平成23年5月1日
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船橋市 伊藤　学 06-0001 平成19年4月1日
門馬　孝至 08-0277 平成21年4月1日
藤井　その子 12-0331 平成25年9月22日
須賀井　啓輔 14-0341 平成27年4月1日
中曽根　慧 12-0208 平成25年4月3日

柏市 五郡　厚子 06-0397 平成19年4月1日
小林　和貴 06-0025 平成19年4月1日

八千代市 湯浅　文乃 05-0331 平成18年4月1日
富里市 神　敏寛 10-0460 平成23年4月2日
茂原市 宇都　大基 15-0161 平成28年4月1日
流山市 渡邉　信利 07-0037 平成20年4月2日

神奈川県 杉山　美咲 15-0172 平成28年4月1日
横須賀市 加藤　宏 05-0217 平成18年4月1日
横浜市 笠原　茂夫 07-0286 平成20年4月10日

高橋　正志 11-0166 平成24年4月1日
氏家　由希 09-0269 平成22年4月1日
柴田　香澄 11-0034 平成24年4月1日
菅井　大輔 08-0007 平成21年4月1日
村田　一泰 06-0123 平成19年4月1日
茶鍋　慧 07-0115 平成20年4月9日
鈴木　洋 09-0470 平成22年6月1日
齊藤　卓 09-0265 平成22年4月1日
蛯原　照太 09-0384 平成22年4月1日
小松　一樹 12-0215 平成25年4月1日
米原　裕二 13-0009 平成26年4月1日
安藤　佑美 13-0246 平成26年9月28日
千田　由美子 15-0152 平成28年4月1日
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工藤　大介 07-0468 平成20年4月1日
礒貝　弥史 16-0041 平成29年4月17日

横浜市旭区 林　正和 09-0524 平成22年11月3日
横浜市栄区 尾池　麗香 15-0046 平成28年4月1日
横浜市戸塚区 小川　博史 05-0094 平成18年4月1日

水澤　誠 09-0487 平成22年10月3日
中村　敏久 11-0029 平成24年4月1日
江村　彰人 15-0210 平成28年4月1日

横浜市港北区 上野　歩 07-0173 平成20年4月1日
樋口　誠太郎 07-0107 平成20年4月2日
越水　德人 12-0122 平成25年4月1日
石松　美紗子 13-0108 平成26年4月1日

横浜市神奈川区 柴崎　美佳 10-0060 平成23年4月1日
宮寺　雅佳 12-0295 平成25年9月22日

横浜市瀬谷区 山﨑　剛 07-0032 平成20年4月1日
肥田　達也 07-0437 平成20年4月1日

横浜市西区 田中　雄大 14-0257 平成27年4月1日
横浜市青葉区 西坂　和人 07-0003 平成20年4月1日

齋藤　孝 07-0261 平成20年4月1日
栁橋　尚斗 09-0144 平成22年4月1日

横浜市鶴見区 矢口　大介 07-0012 平成20年4月1日
横浜市南区 吉永　慎一朗 06-0430 平成19年4月1日
横浜市保土ヶ谷区 齋藤　大樹 11-0086 平成24年4月1日
横浜市緑区 萩本　潤平 11-0146 平成24年4月1日
海老名市 野中　友恵 09-0287 平成22年4月1日

川村　友弐郎 14-0141 平成27年4月1日
鎌倉市 高橋　浩二 08-0234 平成21年4月1日
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茅ケ崎市 山内　輝之 06-0029 平成19年4月1日
山﨑　陽介 12-0014 平成25年4月1日

茅ケ崎市萩園 川村　哲平 15-0263 平成28年4月11日
茅ヶ崎市矢畑 小川　直希 14-0136 平成27年4月1日
厚木市 柴　秀也 09-0396 平成22年4月15日

山田　大樹 14-0128 平成27年4月1日
高座郡寒川町 大竹　哲平 08-0169 平成21年5月1日
小田原市 野地　拓也 07-0444 平成20年10月19日
川崎市 山本　政司 06-0288 平成19年4月1日

佐藤　長臣 12-0077 平成25年4月1日
髙橋　栞菜 15-0103 平成28年4月1日

川崎市宮前区 猪飼　美里 08-0165 平成21年4月1日
川崎市高津区 大貫　智之 06-0267 平成19年4月1日
川崎市川崎区 鎌田　美起子 07-0435 平成20年10月26日

鄭　春植 13-0280 平成26年9月29日
川崎市中原区 早川　彰信 11-0082 平成24年4月1日

森　晋也 12-0307 平成25年9月22日
相模原市 伊藤　優佑 10-0199 平成23年4月1日

友田　裕 08-0139 平成21年4月1日
大倉　郷平 16-0018 平成29年4月1日

相模原市緑区 隈本　周吾 07-0142 平成20年4月1日
泰野市 三浦　一浩 09-0430 平成22年9月5日
大和市 平泉　英樹 13-0332 平成26年4月1日
都筑区 平山　泰治 13-0040 平成26年4月1日
藤沢市 金井　秀行 08-0221 平成21年5月26日

川岡　広和 07-0423 平成20年12月14日
辰巳　宗之 10-0038 平成23年4月1日
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小野　裕史 13-0109 平成26年4月1日
鈴木　勇也 15-0037 平成28年4月1日

平塚市 鳥谷　奈保子 13-0175 平成26年4月15日
山梨県 加藤　真未 16-0005 平成29年4月1日

甲斐市 松村　憲明 08-0011 平成21年4月1日
甲府市 平塚　徳仁 06-0440 平成19年4月1日

梅田　征威 13-0001 平成26年4月1日
山田　裕希 14-0179 平成27年4月1日

南アルプス市 飯野　健一 09-0169 平成22年4月1日
北杜市 加藤　ゆかり 11-0237 平成24年4月1日
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