
都道府県 市区町村 氏名 修了認定番号 認定年月日

新潟県 見附市 中澤　幸治 09-0283 平成22年4月1日
佐渡市 吉永　広明 13-0053 平成26年4月1日
三条市 荒井　駿行 11-0348 平成24年10月28日

光田　有季 12-0273 平成25年4月1日
上越市 城戸　夏央 12-0098 平成25年4月1日
新潟市 阿部　真也 06-0338 平成19年4月1日

皆川　俊 10-0486 平成23年4月1日
捧　陽奈 11-0175 平成24年4月1日
外川　昌史 15-0287 平成28年10月29日

新潟市西区 五十嵐　寛 06-0067 平成19年4月1日
梨本　隆 09-0358 平成22年4月1日

新潟市中央区 中村　公昭 08-0071 平成21年4月1日
佐藤　清美 12-0074 平成25年4月1日
中嶋　裕介 12-0288 平成25年4月1日

新潟市東区 若木　紀考 06-0202 平成19年4月1日
山口　学 12-0101 平成25年4月1日
加島　智裕 12-0102 平成25年4月1日
山浦　亮介 12-0104 平成25年4月1日
澁谷　歩美 12-0105 平成25年4月1日

長岡市 酒井　克敏 07-0114 平成20年4月1日
紺　辰則 12-0355 平成25年4月1日

柏崎市 茂野　浩祥 14-0066 平成27年4月1日
長野県 祢津　明子 08-0091 平成21年4月1日

塩尻市 荻上　敦志 12-0046 平成25年4月1日
田中　翔太 12-0240 平成25年4月1日

塩尻市吉田 折橋　誠之 08-0094 平成21年4月1日
下伊那郡 清水　直樹 10-0177 平成23年4月5日
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下伊那郡阿南町 石田　将之 16-0083 平成29年4月1日
佐久市 柏木　亮輔 16-0068 平成29年4月1日
松本市 吉澤　貴史 05-0286 平成18年4月1日

今村　頌平 07-0413 平成20年10月19日
小穴　賢 07-0082 平成20年4月1日
杉原　直樹 11-0145 平成24年4月1日
北原　直貴 09-0289 平成22年6月11日

上田市 石谷　寿則 10-0398 平成23年4月1日
中西　朋也 05-0290 平成18年4月1日

上田市上塩尻 佐藤　弘樹 10-0483 平成23年4月5日
上田市緑が丘 荻原　誠 09-0208 平成22年4月1日
須坂市 轟　雄太 14-0063 平成27年4月1日
長野市 金子　陽一 11-0243 平成24年4月1日

酒井　浩至 11-0208 平成24年4月1日
小林　秀樹 10-0099 平成23年4月1日
塚田　達星 10-0113 平成23年4月1日
西條　友教 12-0116 平成25年4月2日
西條　美穂 12-0212 平成25年6月7日
山口　智弘 10-0536 平成23年5月11日
勝山　一紀 15-0144 平成28年4月1日

東御市 小林　聖 14-0330 平成27年4月1日
飯山市照里 沼田　鉄平 08-0093 平成21年4月1日
飯田市 原　翔一郎 12-0041 平成25年4月1日
北佐久郡軽井沢町 土屋　歩 10-0304 平成23年4月1日

富山県 魚津市 経澤　晋太郎 05-0288 平成18年4月1日
山本　沙織 14-0186 平成27年5月1日

高岡市 島　孝之 05-0280 平成18年4月1日
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高岡市戸出町 廣川　崇志 05-0279 平成18年4月1日
射水市 田畑　邦浩 12-0053 平成25年4月9日
中新川郡 廣瀬　英治 10-0487 平成23年4月1日
氷見市阿尾 新谷　聡明 05-0270 平成18年4月1日
富山市 吉村　瞳 09-0083 平成22年4月1日

高松　正親 05-0234 平成18年4月1日
藤井　一弘 09-0306 平成22年4月1日
齋藤　晶子 05-0023 平成18年4月1日

富山市向新庄 浅生　直人 14-0302 平成27年4月17日
富山市千石町 山元　孝紘 15-0279 平成28年9月25日

石川県 山下　泰明 10-0489 平成23年4月1日
中　利行 11-0055 平成24年4月1日
山田　駿 07-0485 平成20年4月1日

河北郡津幡町 松田　隆志 07-0002 平成20年4月1日
金沢市 宮田　哲志 05-0231 平成18年4月1日

後藤　真澄 11-0246 平成24年4月1日
松井　剛 06-0164 平成19年4月1日
松村　健司 06-0170 平成19年4月1日
松本　晴茂 08-0426 平成21年4月1日
上濃　達朗 05-0257 平成18年4月1日
谷内　忍 05-0239 平成18年4月1日
池田　雅史 08-0060 平成21年4月1日
嶋谷　崇司 05-0264 平成18年4月1日
野手　達也 14-0002 平成27年4月1日
升田　武 14-0317 平成27年7月20日
背戸　直幸 14-0373 平成27年4月1日

金沢市寺町 渡邉　昇 10-0509 平成23年4月1日
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金沢市千本町 中浦　喜作 08-0281 平成21年5月1日
金沢市平和町 麻多　聡史 14-0235 平成27年6月17日
小松市 源田　茜 06-0230 平成19年4月1日

堀松　郁子 07-0067 平成20年4月1日
橋本　千裕 14-0191 平成27年4月1日

能美市 堅田　大介 14-0068 平成27年4月1日
白山市 森　陽一朗 08-0280 平成21年4月1日
白山市四日市町 新谷　圭介 15-0101 平成28年4月1日
野口市 寺口　智也 08-0264 平成21年4月1日
野々市市 村　扶希子 07-0116 平成20年4月2日

大黒　美実 06-0159 平成19年4月1日
野々市市栗田５丁目 牧野　一明 14-0067 平成27年4月1日

福井県 坂井市 長田　康秀 05-0232 平成18年4月1日
坂井市三国町崎 永井　光春 05-0283 平成18年4月1日
福井市 吉田　晋也 05-0277 平成18年4月1日
福井市北四ッ堀 山中　惇平 06-0199 平成19年4月1日
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