
都道府県 市区町村 氏名 修了認定番号 認定年月日

福岡県 清國　彩 10-0285 平成23年4月1日
内田　鋭児 07-0377 平成20年4月1日
福島　央嗣 09-0044 平成22年4月1日
甫立　俊輔 10-0232 平成23年4月1日
瓜生　浩太郎 13-0149 平成26年5月7日
笹原　孝仁 15-0097 平成28年4月1日

鞍手郡 佐藤　隆史 15-0174 平成28年4月1日
遠賀郡 中西　卓也 14-0197 平成27年5月16日
嘉穂郡 白井　寿磨 10-0298 平成23年4月1日
久留米市 後藤　大樹 06-0417 平成19年11月18日

草野　智親 11-0106 平成24年4月1日
内田　祐也 14-0023 平成27年4月1日
福堂　隼人 13-0176 平成26年4月1日

宮若市 佐々木　昭敏 15-0096 平成28年4月1日
古賀市 花圃　卓見 07-0031 平成20年4月1日
糸島市 力石　弘毅 07-0086 平成20年4月1日
宗像市 重住　光 10-0287 平成23年4月1日
春日市 髙木　秀治 13-0088 平成26年4月1日
小群市 草場　順之介 13-0203 平成26年6月1日

矢永　一成 13-0330 平成26年4月1日
小郡市 田渕　新 05-0219 平成18年4月1日

柳　由紀 12-0306 平成25年8月30日
糟屋郡 上田　隆則 05-0109 平成18年4月1日
糟屋郡粕屋町 後藤　航 11-0001 平成24年4月1日

德島　光幸 14-0312 平成27年4月1日
太宰府市 福島　雄太 06-0437 平成19年4月1日
大川市 山口　晃典 14-0357 平成27年4月1日
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大牟田市 坂口　孝則 10-0036 平成23年4月1日
池元　克次 10-0189 平成23年4月1日
髙松　重之 14-0078 平成27年4月1日

大野城市 大谷　成 08-0147 平成21年4月1日
小川　豊揚 06-0466 平成19年4月1日
篠塚　悠太 14-0228 平成27年4月1日

筑紫郡那珂川町 野元　佑那 07-0486 平成20年4月1日
筑紫野市 大石　哲也 07-0009 平成20年4月1日

松田　圭一 13-0037 平成26年4月1日
豊田　昌士 13-0264 平成26年10月5日

朝倉郡筑前町 田中　太一 05-0140 平成18年4月1日
朝倉市 佐々木　貴司 08-0086 平成21年4月1日

畑　将由 09-0143 平成22年4月1日
半田　竜也 08-0052 平成21年4月1日

直方市 瀧井　裕太朗 06-0411 平成19年4月1日
田川市 久保　貴大 05-0191 平成18年4月1日

小黒　雅明 10-0392 平成23年4月10日
博多区 吉岡　祐一 10-0390 平成23年4月10日
飯塚市 永山　哲平 05-0129 平成18年4月1日

松尾　幸治 08-0047 平成21年4月1日
瀧井　政仁 08-0320 平成21年4月1日
小野　貴史 15-0053 平成28年4月1日
橋本　紘太郎 14-0375 平成27年10月25日

福岡市 重岡　隆太 11-0114 平成24年4月1日
西村　卓志 10-0206 平成23年4月1日
竹井　浩一 11-0314 平成24年10月14日
藤安　晃 08-0229 平成21年4月1日
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山口　真琴 12-0050 平成25年4月1日
坂口　徹 13-0168 平成26年4月1日
中村　拓未 13-0184 平成26年4月1日
山口　優衣 13-0353 平成26年10月5日
片岡　剛 15-0094 平成28年4月1日
木場　真知子 16-0073 平成29年4月1日

福岡市城南区 山下　聖二郎 08-0231 平成21年4月1日
福岡市西区 小池　妥治 10-0217 平成23年4月30日

水﨑　克美 06-0218 平成19年4月1日
倉光　正幸 05-0020 平成18年4月1日
宮﨑　香絵 13-0250 平成26年9月28日
篠原　将悟 12-0386 平成25年4月1日

福岡市早良区 山内　依子 11-0227 平成24年4月1日
米田　幸司 08-0230 平成21年4月1日
岩瀬　惇平 12-0049 平成25年4月1日
仲濱　毅 12-0068 平成25年4月1日
橋　裕貴 12-0081 平成25年4月1日
有馬　功士 12-0114 平成25年4月1日
新原　裕司 12-0352 平成25年4月1日

福岡市中央区 吉原　健吾 05-0194 平成18年4月1日
森　良太 10-0395 平成23年5月1日
中尾　周平 05-0202 平成18年4月1日
池田　雄一 16-0048 平成29年4月1日

福岡市東区 今林　崇頼 11-0100 平成24年4月1日
福岡市南区 宮本　大地 11-0347 平成24年9月30日

瀬戸　修治 11-0289 平成24年10月1日
黨　英世 10-0364 平成23年4月5日
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田中　健 15-0203 平成28年4月1日
福岡市博多区 城戸　祐一郎 10-0500 平成23年7月1日

城崎　悠 10-0075 平成23年4月1日
大西　功一 10-0218 平成23年4月30日
疋田　一直 06-0405 平成19年4月1日
野中　佑亮 08-0108 平成21年5月1日
塚本　淳 13-0164 平成26年4月1日

福津市 木舩　真人 15-0222 平成28年5月1日
豊前市 杉元　幸道 12-0087 平成25年4月1日
北九州市 岡田　宜久 10-0505 平成23年5月1日

入江　直樹 08-0379 平成21年4月1日
桝田　満 09-0141 平成22年4月1日
中島　真人 12-0056 平成25年4月1日
安田　誉志人 12-0099 平成25年4月2日
野口　雄一 12-0225 平成25年4月2日
満安　請也 14-0203 平成27年4月1日

北九州市若松区 谷口　顕人 11-0180 平成24年4月16日
北九州市小倉 和田　美和 06-0296 平成19年4月20日
北九州市小倉南区 河田　真奈 08-0128 平成21年4月1日

村上　肇 12-0287 平成25年4月1日
野上　皓平 08-0465 平成21年4月1日

北九州市八幡西区 佐藤　吉徳 10-0326 平成23年5月7日
小山　勝 05-0100 平成18年4月1日
山内　由紀 11-0383 平成24年6月1日

北九州市八幡東区 高木　義弘 05-0214 平成18年4月1日
濱　祐一 08-0035 平成21年4月1日

柳川市 堤　賢一 08-0251 平成21年4月15日
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大分県 濱中　敬資 11-0043 平成24年4月1日
上本　裕紀 13-0011 平成26年4月1日

臼杵市 木原　百合絵 11-0226 平成24年4月1日
杵築市 清水　義泰 14-0213 平成27年5月1日
大分市 岡部　真理 10-0278 平成23年5月24日

山川　和毅 08-0043 平成21年4月1日
山田　隆 08-0179 平成21年4月1日
森　直紀 11-0120 平成24年4月4日
滝口　勇次 08-0223 平成21年4月1日
佐藤　貴司 07-0220 平成20年4月13日

日田市 湯浅　将博 15-0132 平成28年4月1日
別府市 土谷　尚史 08-0311 平成21年4月1日

佐賀県 香月　直哉 12-0072 平成25年4月1日
佐賀市 古川　幸樹 11-0363 平成24年10月13日
鹿島市 山下　知佳 11-0354 平成24年10月14日
西松浦郡有田町 福島　圭吾 06-0048 平成19年4月1日
唐津市 寺田　亘佑 07-0184 平成20年4月1日
藤津郡太良町 西川　靖幸 11-0220 平成24年4月1日
武雄市 楠本　大悟 10-0161 平成23年4月10日

長崎県 佐世保市 黒田　知子 05-0160 平成18年4月1日
大村市 田中　正直 10-0185 平成23年4月1日
長崎市 村田　雅生 07-0420 平成20年4月1日

中路　正樹 10-0253 平成23年4月1日
東彼杵郡 兵頭　和幸 10-0057 平成23年4月1日
諫早市 江頭　泉 11-0302 平成24年4月1日

熊本県 宇城市 興野　龍一 08-0133 平成21年4月21日
熊本市 馬場　正純 07-0333 平成20年4月1日
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熊本市西区 上村　勇二 12-0242 平成25年4月2日
熊本市中央区 渡邉　大 12-0055 平成25年4月2日
熊本市南区 東　大輔 11-0135 平成24年4月1日
上益城郡 喜納　政典 09-0495 平成22年10月24日

宮崎県 宮崎市 宮永　敏郎 08-0021 平成21年4月1日
宮崎市吉村町 小堀　俊陽 11-0228 平成24年4月11日
宮崎市恒久 唐川　幸治 10-0001 平成23年4月1日
都城市 福留　成顕 10-0174 平成23年4月1日

鹿児島県 今林　亮平 12-0283 平成25年4月1日
木下　純一 13-0031 平成26年4月1日

いちき串木野市 上ノ園　春樹 15-0031 平成28年4月1日
鹿児島市 岡元　麻貴 11-0072 平成24年4月1日

香月　大輔 11-0115 平成24年4月1日
佐竹　剛紀 10-0391 平成23年6月21日
石原　直樹 11-0071 平成24年4月1日
田中　宏顕 10-0265 平成23年4月1日
東　達也 08-0262 平成21年4月1日
南田　直樹 10-0455 平成23年10月2日

鹿児島市原良 今和泉　大輔 09-0350 平成22年4月1日
鹿児島市草牟田町 津川　誠一 13-0110 平成26年4月1日
鹿児島市谷山 中釜　章博 05-0171 平成18年4月1日
鹿児島市田上 假屋　高麿 09-0367 平成22年5月1日
西之表市 杉　勇作 13-0195 平成26年4月1日

杉　ひとみ 14-0075 平成27年4月1日
日置市 附田　拓也 16-0021 平成29年4月8日

沖縄県 宜野湾市 牧村　優香 14-0082 平成27年4月1日
金武町 瀬戸口　大作 08-0349 平成21年9月20日
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