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                                                （50 ⾳順 敬称略） 

2022 年度試験合格 2023（令和 5）年度認定（55 名） 
岩城 久留美 上野 啓⼦ 内⽥ 那津⼦ ⼤川 彦宏 ⼤⾕ 恵⼦ 
⼤原 美希 ⼩川 総⼀郎 ⼩川 万梨絵 奥宮 明⽇⾹ ⼩野 史⼦ 
川俣 美帆 河村 英彦 ⽊⽥ 尚⼦ 北⼭ 利江 ⽉花 瑶⼦ 
齋藤 將也 重⽥ 護 下村 之⼈ 神野 雄⼀ 新屋 芳⾥ 
須賀 真美 菅野 亜紀 杉⽥ 敦⼦ 杉⼭ 由希⼦ 鈴⽊ 崇公 
髙橋 望 ⽥中 佑佳 辻 祥⼦ 當眞 真希⼦ 永井 美和⼦ 
中岡 賢太郎 中川 亮 中⽥ 真理世 野⼝ 幸⼦ ⻑⾕川 裕⼦ 
花岡 正智 伴⽥ 美佳 福島 治朗 藤井 調 藤井 達也 
藤井 雄太 藤島 理沙 藤城 栄美 淵之上 康平 本⽥ 雅⼦ 
本⽥ 理貢 前⼭ 朝⼦ 道端 肇 三宅 貴仁 三宅 菜⽉ 
村林 奈緒 森 悠樹 ⽮⽥ ⼤輔 吉⽥ 敬三 若松 侑⼦ 

 
 

2021 年度試験合格 2022（令和 4）年度認定（80 名） 
秋野 亮介 池⽥ 智明 ⽯塚 泰也 ⽯橋 めぐみ 磯邉 明⼦ 
板倉 彰⼦ 伊藤 歩 今中 聖悟 祝井 ⿇希 上⽥ 匡 
上村 るり⼦ ⼤野 基晴 ⼤原 康弘 ⼩川 尚⼦ ⼩川 誠司 
笠原 幸代 ⽚倉 慧美 ⽚倉 雅⽂ 勝 佳奈⼦ ⾨上 ⼤祐 
北⼭ 玲⼦ 久野 貴司 久保 光太郎 ⾹林 正樹 穀内 ⾹奈 
⼩寺 花織 ⼩⻄ 博⺒ ⼩宮 慎之介 佐柄 祐介 佐々⽊ 恵⼦ 
眞⽥ 裕⼦ 嶋⽥ 秀仁 徐 恒杰 庄 武彦 ⽩⽯ 絵莉⼦ 
杉⼭ 星哲 助川 ⽞ 鈴⽊ 啓介 須藤 慎介 瀬⼾ さち恵 
髙岡 宰 髙⽊ 亜由美 ⽵内 亜利砂 ⾕⼝ 佳代 富樫 嘉津恵 
德永 真梨⼦ 中川 優⼦ 中澤 明⾥ 中條 有紀⼦ ⻄井 彰悟 
⻄澤 春紀 ⻄原 聖⼦ 花⽥ 哲郎 林 理雅 ⽇⾼ 三和 
兵頭 慎治 平光 史朗 藤井 美穂 堀部 悠 前川 亮 
増⽥ 彩⼦ 松岡 ⿇理 松村 優⼦ 三⽊ 史恵 宮城 真帆 
宮腰 藍⾐ 宮本 綾⼦ 三輪 淳⼦ 村上 圭祐 村中 愛 
森 敏恵 安岡 稔晃 ⽮野 倫⼦ ⼭中 紋奈 ⼭脇 芳 
吉⽥ 沙⽮⼦ 吉原 紘⾏ 吉政 佑之 頼 英美 渡邉 建⼀郎 

 
 



2020 年度試験合格 2021（令和 3）年度認定（78 名） 
池本 裕⼦ 板井 侑⾥ 市⼭ 卓彦 井野 奈央 岩端 秀之 
江上 りか 遠藤 真沙⼦ ⼤久保 はる奈 太⽥ 岳晴 ⼤渓 有⼦ 
⼤貫 稔 岡﨑 美寿歩 岡⽥ 桂輔 岡⽥ 裕美⼦ 尾﨑 理恵 
落合 阿沙⼦ 尾上 洋樹 笠原 佑太 加藤 繭⼦ ⾦⽥ 歩美 
川越 淳 北野 裕⼦ 楠⽊ 泉 久保 祐⼦ ⼩島 淳哉 
⿑藤 亜⼦ 佐藤 琢磨 澤⽥ 祐季 重富 洋志 芝 令⼦ 
⽩⽯ 康⼦ ⽩根 晃 新⾕ 可伸 鈴⽊ 由妃 髙井 浩志 
瀧内 剛 滝本 可奈⼦ ⽵本 崇史 ⾠⺒ 嵩征 ⽥中 可⼦ 
徳永 誠 ⻑浦 聡⼦ 仲⻄ 菜⽉ 中村 奈津穂 ⻄岡 美喜⼦ 
⻄島 義博 野坂 舞⼦ 能瀬 さやか ⻑⾕川 朋也 ⽻室 明洋 
林 奈央 林 裕⼦ 原⼝ 広史 伴野 千尋 樋⼝ 正太郎 
姫野 隆雄 樋渡 ⼩百合 福島 正⼈ 藤末 裕 堀内 洋⼦ 
前⽥ 和則 町⽥ 真雄⼦ 松川 淳 松本 玲央奈 ⽔内 将⼈ 
⽔野 理恵 三⽥尾 拡 ⽔無瀬 学 ⾝原 ⾹⼦ 宮崎 有美⼦ 
宮原 明⼦ 村上 直⼦ 村元 勤 森嶋 かほる 森宗 愛菜 
⼭内 博⼦ 劉 昌恵 吉川 沙織 

 
 

2019 年度試験合格 2020(令和 2)年度認定（74 名） 
秋⼭ 育美 安 昌恵 池⽥ 真妃 ⽯⿊ ⻯也 和泉 春奈 伊東 雅美 井上 令⼦ 
岩⾒ 菜々⼦ 上垣 崇 浮⽥ 祐司 宇⽥ 智浩 内⽥ 崇史 浦⽥ 陽⼦ 江東 邦夫 
遠藤 淑恵 ⼤⽯ 杉⼦ 太⽥ 邦明 ⼤⾒ 健⼆ 岡⽥ 真紀 ⾹川 珠紀 郭 翔志 
加藤 奈緒 上林 ⼤岳 苅⽥ 正⼦ 菊池 卓 北原 慈和 ⾦ 南孝 久野 芳佳 
⼩林 浩治 ⼩堀 善友 近藤 ⿇奈美 ⿑藤 和毅 齋藤 かりん 坂⼝ 英樹 
坂本 靖⼦  佐々⽊ 拓幸  佐藤 美和  真井 英⾂  渋⾕ 伸⼀ 菅沼 泉 杉下 陽堂 
⾓井 健太 髙⽮ 千夏  ⽵原 功 ⽴花 眞仁 ⾠⼰ 佳史 ⾕垣 礼⼦ ⾕⼝ 久哲 
ダハール 佐知⼦ ⽥村 功  辻 勲 寺澤 恵⼦ ⻑井 咲樹 中尾朋⼦ 永吉 洋⼦ 
早⽥ 季美恵 原 綾英 平川 東望⼦ 古川 雄⼀ 細⾒ 尚⼦ 本庄 考 前⼭ 哲朗 
松⽥ 美和 松本 賢典 三箇島 睦実 ⽔⾕ 栄太 向⽥ 幸⼦ 村川 裕⼦ 森川 ⿇⾥  
森下 美幸 森⼭ 梓 ⼭⼝ 貴史 吉⽥ 昌史 脇本 剛 

 
平成 30 年度試験合格 令和元年（平成 31 年）度認定（57 名） 

⾜⽴ 清⾹ 新井 ⼣果 有川 美樹⼦ 安藤 郷⼦ 伊熊 慎⼀郎 池⽥ 詩⼦  
池⽥ 伴⾐ 池⽥ 桂⼦ ⽯⽥ 千晴 伊藤 史⼦ 井上 卓也 岩⽊ 有⾥ 梅本 幸裕 



江夏 宜シェン ⼤野⽥ 晋 岡本 真知 ⼩川 達之 ⼩野 政徳 甲斐 由布⼦  
⾦⾕ 真由⼦ 鴨下 桂⼦ 川井 清考 ⽊内 寛 菊池 芙美 ⽊寺 信之 ⽊村 秀崇  
⿊澤 ⼤樹  ⿊⽥ 晋之介 後安 聡⼦ ⼩泉 雅江 齋藤 愛 慎 武  ⾼⾕ 友紀⼦  
⽵内 麗⼦ ⽵澤 健太郎 ⽥中 理恵⼦ ⽥中 紀⼦ 都築 陽欧⼦ 中筋 貴史  
中⻄ 桂⼦ 難波 千絵 ⻄⼭ 理恵 濱⽥ 啓義 平⽥ 貴美⼦ 藤岡 聡⼦   
保⺟ るつ⼦ 桝⾕ 法⽣ 松川 泰 松村 史⼦ ⽔⼝ 雄貴 三宅達也  宮崎 薫  
⼭本 篤 ⼭本 貴寛 ⼭本 輝 ⼭⾕ ⽂乃 ⽶澤 美令 

 
 

平成 29 年度試験合格 平成 30 年度認定（74 名） 
秋⾕ ⽂ 厚⽊ 右介 網⽥ 光善 飯島 将司 泉 ⽞太郎 稲嶺 真紀⼦ 井庭 裕美⼦ 
今井 伸 江夏 徳寿 ⼤⽯ 博⼦ ⼤島 綾 ⼤須賀 智⼦ ⼤本 政⼈ ⼩栗 久典  
⾹川 愛⼦ 桂川 浩 加藤 徹 ⾦沢 ⾐⾒⼦ 鎌⽥ 美佳 唐⽊⽥ 真也 河原井 麗正 
⽊村 真智⼦ 清本 千景  熊澤 惠⼀ 郷⼾ 千賀⼦ ⼩⾕ 早葉⼦ 坂⼝ 健⼀郎  
酒本 あい 坂本 康紀 定⽉ みゆき 佐藤 真知⼦ 佐藤 幸保 志賀 尚美 柴⽥ 康博 
鈴⽊ 雅美 宗  晶⼦ 髙島 明⼦ ⽵島 和美 ⾕ 洋彦 ⽥村 直顕 茅原 誠 左 淳奈 
左 勝則 張 ⼠⻘ 巷岡 彩⼦ ⼟屋 雄彦 都築 たまみ 寺⽥ 陽⼦ 富⽥ 圭司  
⻑島 隆 中村 智⼦ 中村 友紀 中村 容⼦ ⻄川 和代 ⻄本 光男 林 輝美  
林 正美 ⽇⾼ 直美 堀江 昭史 本⽥ 智⼦ 牧野 弘 宮内 修 宮村 浩徳  
邨瀬 智彦 ⼭内 憲之 ⼭崎 ⼀恭 ⼭⽥ 満稔 横⽥ 恵 吉井 紀⼦ 吉江 正紀  
若原 靖典 脇本 裕 渡邉 善 渡邊 倫⼦ 

 
 

平成 28 年度試験合格 平成 29 年度認定（63 名） 
⾚嶺こずえ 有⾺ 薫 安東 聡 伊藤 正信 ⽷数 修 井上 治 今井 ⽂晴 岩⽉正⼀郎  
内⽥ 聡⼦ 江頭 活⼦ 緒⽅ 誠司 岡本 恵理 ⼩野 修⼀ 河邉 史⼦ 北村 衛 ⽊村 将貴 
楠⽥ 朋代 熊⽿ 敦⼦ 熊澤由紀代 古恵良桂⼦ ⼩松 淳⼦ 坂 佳世 佐藤 亘 塩島 聡  
⽩澤 弘光 末永 昭彦 ⽥井 俊宏 ⾼島 明⼦ ⾼村 将司 ⽵林 明枝 橘 直之 ⽥中 慧  
⾕⼝ 憲 ⾕⼝ 武 千葉 公嗣 津野 晃寿 寺井 ⼀隆 野⽥ 隆弘 ⽻柴 良樹 林 忠佑  
平野 茉来 福⽥ 真 福原慎⼀郎 藤⽥ 裕 船曳美也⼦ 平敷 千晶 洞下 由記 升⽥ 博隆 
松尾 幸城 松⼭ 玲⼦ 宮⽥あかね ⼭⼝ 剛史 ⼭⼝和⾹佐 ⼭崎 玲奈 ⼭出 ⼀郎  
⼭本 由理 吉岡 尚美 吉岡 伸⼈ 吉岡 陽⼦ 吉⽥ 宏之 吉⽥ 雅⼈ 和⽥⿇美⼦  
渡邊 恵理 

 
 

平成 27 年度試験合格 平成 28 年度認定（46 名） 



井⽥ 守 井上 朋⼦ 岩原 由樹 薄井 千絵 ⼤⽊ ⿇喜 岡 賢⼆ 奥⽥ 剛 北 直喜  
北川 雅⼀ 久須美 真紀 ⼩⼭ 寿美江 近藤 哲郎 坂本 美和 佐々⽊ 博 清⽔ 真⼸  
菅原 かな 鈴⽊ 聡 髙江 正道 ⽥⼝ 早桐 ⽥島 ⿇記⼦ 多⽥ 佳宏 湯 暁暉 ⼟⼭ 哲史 
寺⽥さなえ ⼟信⽥ 雅⼀ 中尾 佳⽉ 中原 ⾠夫 難波 聡 能仲 太郎 野間 桃 萩⽣⽥ 純 
林 篤史 藤⽥ 真紀 堀川 隆 前沢 忠志 前⽥ 知⼦ 政井 哲兵 松井 ⼤輔 松江 陽⼀  
松澤 由記⼦ 松本 美奈⼦ 眞鍋 修⼀ 三⽊ 明徳 ⼭⼝ 隆 和⽥ 篤 和地 祐⼀  

 
 

平成 26 年度試験合格 平成 27 年度認定（30 名） 
⻘⽊ 洋⼀ 飯⽥ 修⼀ 伊藤啓⼆朗 伊藤 宏⼀ 今本 敬 岩本 豪紀 内⽥ 明花 宇都 博⽂ 
⼤⽯ 元 ⼤内 久美 岡野真⼀郎 ⼩代 裕⼦ 桑波⽥暁⼦ 兒⽟ 尚志 髙島 邦僚  
⽥頭 由紀⼦ ⽵島 徹平 ⽥島 敏秀 ⽥畑 知沙 中林 幸⼠ 橋本 朋⼦ ⻑⾕川 瑛  
服部 幸雄 原 周⼀郎 春⽊ 篤 福原 理恵 堀 久美 松本由紀⼦ 宮本 敏伸 森 梨沙 

 
 

平成 25 年度試験 平成 26 年度認定は試験実施なし 
 
 

平成 24 年度試験合格 平成 25 年度認定（64 名） 
浅⽥ 裕美 網 和美 五⼗嵐敏雄 ⽯川 智則 ⽯川 聖⼦ ⽯松 正也 市岡健太郎  
市川 智⼦ 伊東 裕⼦ 伊藤めぐむ 宇賀神智久 ⼤島 隆史 岡 親弘 岡本 吉夫  
柿沼 敏⾏ 加嶋 克則 勝股 克成 ⾦⾕ 美加 神⼭ 洋 川崎 彰⼦ 川⼾ 浩明 神⽥理恵⼦ 
⽊村 ⽂則 ⿊⼟ 升蔵 桑原 慶充 ⼩泉美奈⼦ 古賀 実 後藤 哲也 ⼩宮 顕 佐藤 卓  
佐藤 孝道 島⽥ 和彦 城⽥ 京⼦ 菅⾕ 進 杉原 ⼀廣 鈴⽊ 吉也 瀬川 智也 瀬沼 美保 
⽵⾕ 俊明 ⽵原 祐志 堤 亮 中島 章 中⼭ 孝善 永吉 基 ⻄⼭ 幸江 ⻑⾕川亜希⼦  
濱⽥ 雄⾏ 原⽥ 統⼦ 平⽥ 哲也 福⽥ 雄介 本⽥ 徹郎 松下 知彦 松下 宏 丸⼭ 正統 
⽔澤 友利 南 晋 村上 雅博 銘苅 桂⼦ ⼭本 樹⽣ ⼸削 彰利、吉⽥ 英宗 吉野 修 
吉本 泰弘 和⽥ 恵⼦ 

 
 

平成 23 年度試験合格 平成 24 年度認定（45 名） 
阿部 崇 粟⽥松⼀郎 飯野 好明 井坂 恵⼀ ⽯川 智基 ⽯川 元春 岩佐 武 ⾅井 彰  
⼤野 元 折出 亜希 ⽚岡 信彦 加藤 恵⼀ 菅藤 哲 ⿊⽥ 恵司 ⼩池 俊光 後藤 健次  
⼩林 秀⾏ ⼩宮 ひろみ ⼩森 和彦 斎藤誠⼀郎 清⽔ 良彦 関 守利 滝⼝ 修司 ⽵内 巧 
⽵村 由⾥ 俵 史⼦ ⼾屋真由美 中⻄ 義⼈ 鍋⽥ 基⽣ ⻄尾 永司 ⻄⼭ 幸男 野原 理  
原⽥ 美由紀 廣⽥ 泰 古⾕ 正敬 増⽥ 裕 松浦 俊樹 ⾒尾 保幸 操 良 峯 克也  



村越 ⾏⾼ 森⽥ 峰⼈ ⼭⼝ 耕平 ⼭下 三郎 ⼭下 正紀 
 

 
平成 22 年度試験合格 平成 23 年度認定（39 名） 

⽯川 博⼠ 泉⾕ 知明 遠藤 尚江 ⻩⽊ 詩麗 ⼤澤 淑⼦ ⼤⽥ 昌治 岡村 佳則 折坂 誠   
加藤 浩志 鎌⽥ 泰彦 岸 裕司 清川⿇知⼦ 康 ⽂豪 甲賀かをり 後藤 真紀 塩川 素⼦ 
菅原 延夫 杉⼭ ⾥英 ⽥島 博⼈ ⽥中雄 ⼤ 中沢 和美 ⻄ 弥⽣ ⻄⽥ 正和 ⾺場 剛  
林 章太郎 林 伸旨 原⽥ ⻯也 平池 修 福⽥淳⼀郎 藤井絵⾥⼦ 藤⽥ 和利 本間 寛之 
三浦 清徳 光成 匡博 森若 治 ⽮澤 浩之 吉岡奈々⼦ 吉⽥ 浩 脇本 栄⼦  

 
 

平成 21 年度試験合格者 平成 22 年度認定（21 名） 
岩⽥ 壮吉 内⽥ 浩 太⽥ 信彦 絹⾕ 正之 久保⽥俊郎 熊切 順 苔⼝ 昭次 ⼩嶋 哲⽮ 
⿑藤寿⼀郎 ⻫藤 正博 杉本 公平 杉⼭ ⼒⼀ 徳岡 晋 廣井 久彦 保坂 猛 堀内 功  
⽮野 直美 ⼭⽥ 成利 ⼭本勢津⼦ 吉⽥ 丈児 依光 毅  

 
 

平成 20 年度試験合格 平成 21 年度認定（35 名）  
五⼗嵐秀樹 ⽯川 弘伸 岩瀬 明 宇都宮智⼦ 江崎 敬 ⼩⾕ 俊⼀ 梶原 健 ⾦崎 春彦  
河内⾕ 敏 北島 道夫 ⽊原 真紀 渋井 幸裕 ⽩⽯ 晃司 菅沼 亮太 ⾸藤 聡⼦  
⾓沖 久夫 中村 公彦 名越 ⼀介 鍋島 寛志 ⻄ 信也 林 博 林 正路 福井 淳史  
藤本 晃久 古井 憲司 牧野亜⾐⼦ 松原 寛和 向⽥ 哲規 村瀬真理⼦ 両⾓ 和⼈  
⽮野 樹理 ⼭下 直樹 湯村 寧 吉野 直樹 渡辺 正 

 
 

平成 19 年度試験合格 平成 20 年度認定（40 名）  
磯部 哲也 伊藤知華⼦ 岩崎 晧 岩橋 和裕 ⼤須賀 穣 奥 裕嗣 奥⽥喜代司 ⼩澤 伸晃 
⽚岡 尚代 河村 和弘 河村 寿宏 北村 誠司 熊⾕ 仁 栗岡 裕⼦ ⼩⼭ 伸夫 坂本 英雄 
佐藤 健⼆ 菅原 準⼀ 杉野 法広 ⾼尾 徹也 ⾼橋 俊⽂ ⾼⾒ 雅司 ⾼⾒澤 聡 ⽵村 昌彦 
⾕⼝ ⽂紀 東梅 久⼦ 中野 英⼦ 中林 章 奈須 家栄 平野 由紀 藤原 睦⼦ 古⾕ 健⼀ 
松岡 庸洋 三橋 洋治 向林 学 村上 弘⼀ 村川 晴⽣ 村⽥ 昌功 ⼋幡 哲郎 ⼭⽥ 祐⼠  

 
 

平成 18 年度試験合格 平成 19 年度認定（138 名） 
合阪 幸三 明楽 重夫 浅⽥ 弘法 東 敬次郎 天野 俊康 安藤 智⼦ 池⽥万⾥郎  
池淵 佳秀 ⽯川 雅彦 伊東 宏絵 伊藤 理廣 稲垣 昇 上原 茂樹 ⾅⽥ 三郎 岡垣 ⻯吾 岡



⽥ 英孝 ⼩川 修⼀ ⼩川 毅彦 尾崎 智哉 ⻑⽥ 尚夫 笠井 剛 ⽚桐由起⼦ ⽚⼭恵利⼦ ⽚
寄 治男 上條 浩⼦ 神⼭ 茂 河野 康志 菊地 盤 北澤 正⽂ 北島 義盛 北出 真理  
北宅 弘太郎 ⽊村 康之 ⽊⾕ 保 久具 宏司 ⽇下 真純 呉⽵ 昭治 桑原 章 ⾼ 栄哲  
後藤 栄 ⼩森 慎⼆ 近藤 宣幸 近藤 芳仁 齋藤 和男 ⻫藤 隆和 榊原 秀也 坂⽥ 正博  
佐藤 剛 佐藤 雄⼀ 七⾥ 和良 清⽔ 靖 下屋浩⼀郎 徐 東舜 菅⾕ 健 鈴⽊ 隆弘  
鈴⽊ 達也 園⽥ 桃代 ⾼井 泰 ⾼尾 成久 ⾼桑 好⼀ ⾼⽥ 晋吾 ⾼畠 桂⼦ ⽵内 茂⼈  
⽵内 亨 ⽵下 俊⾏ ⽵下 直樹 ⽥原 正浩 ⽥村 博史 ⽥村 充利 塚⽥ 和彦 塚原慎⼀郎 
辻村 晃 筒井 建紀 寺⽥ 幸弘 富⼭ 達⼤ 友政 宏 永井聖⼀郎 中岡 義晴 中川 浩次  
中塚 幹也 中野 英之 中村 潔史 中村佐知⼦ 中村 聡⼀ 中村 嘉宏 中⼭ 貴弘 楢原 久司 
⻄ 修 野⾒⼭ 真理 橋場 剛⼠ 花岡嘉奈⼦ ⽻原 俊宏 浜⾕ 敏⽣ 原 鐵晃 ⽇⽐ 初紀  
福井 敬介 福⽥ 愛作 藤井 俊策 藤澤 正⼈ 藤原 敏博 藤原 寛⾏ ⼆村 典孝 古井 ⾠郎 
逸⾒ 博⽂ 堀川 道晴 本⽥ 律⽣ 正橋 鉄夫 松⾒ 泰宇 松本 和紀 松⼭ 毅彦 三國 雅⼈ 
箕浦 博之 宮川 康 宮地 系典 六⾞ 光英 村⽥ 泰隆 望⽉ 修 許⼭ 浩司 百枝 幹雄  
森脇 崇之 ⽮内原 敦 ⼭縣 芳明 ⼭⼝ ⼀雄 ⼭崎 英樹 ⼭崎 裕⾏ ⼭下 能毅 ⼭⽥ 秀⼈ 
⼭元 慎⼀ 横⽥ 佳昌 吉岡 信也 吉⽥ 淳 吉⽥ 耕治 吉⽥ 壮⼀ 吉⽥ 仁秋 吉野 和男  
和⽥真⼀郎 渡邉 浩彦 渡邊 良嗣  
 

 
平成 17 年度試験合格 平成 18 年度認定（102 名） 

浅⽥ 義正 東⼝ 篤司 綾部 琢哉 安藤 寿夫 飯⽥ 俊彦 ⽣⽥ 克夫 池本 庸 ⽯塚 ⽂平  
和泉俊⼀郎 伊藤 哲 伊藤 直樹 井上 善仁 今井 篤志 岩部 富夫 岩政 仁 内⽥ 昭弘 
宇津宮隆史 ⽣⽅ 良延 ⼤沢 政⺒ 太⽥ 博孝 ⼤野原良昌 ⼤橋 正和 岡⽥ 弘  
岡本 純英 岡本 ⼀ 沖 利通 ⼩⽥原 靖 霞 弘之 上条 隆典 川村 良 北井 啓勝  
北脇 城 ⽊村 正 京野 廣⼀ 久慈 直昭 楠原 浩⼆ ⼯藤 正尊 倉林 ⼯ 蔵本 武志  
⼰斐 秀樹 越⽥ 光伸 ⼩島加代⼦ 児⽟ 英也 ⼩林真⼀郎 古⼭ 将康 近藤 育代  
⻫藤 眞⼀ ⻫藤 優 佐久本哲郎 雀部 豊 佐藤 芳昭 澤井 英明 塩⾕ 雅英 繁⽥ 実  
漆川 敬治 清⽔ 康史 ⽣⽔真紀夫 神野 正雄 菅沼 信彦 杉 俊隆 杉浦 真⼸ ⼤頭 敏⽂ 
⾼橋 敬⼀ 髙橋健太郎 ⽵内 ⼀浩 武内 裕之 ⾠⺒ 賢⼀ ⽥中 温 ⾕川 正浩 ⽟舎 輝彦 
⽥村みどり 堂地 勉 詠⽥ 由美 中村 康彦 成⽥ 収 ⻄井 修 ⻄垣 新 ⻄村 満  
根岸 広明 野崎 雅裕 ⻑⾕川 功 幡  洋 林 直樹 原⽥ 省 福⽥ 勝 藤野 祐司  
前川 正彦 増崎 英明 松浦 講平 松崎 利也 松林 秀彦 丸⼭ 哲夫 三室 卓久  
宮崎 豊彦 森本 義晴 栁⽥ 薫 ⽮野 浩史 ⽮野 哲 ⼭野 修司 ⼭辺 晋吾 ⽮本 希夫  
梁 善光  

 
 

平成 16 年度試験合格 平成 18 年度認定（41 名） 



浅井 光興 安達 知⼦ 安部 裕司 安藤 ⼀道 安藤 索 ⽯川 博通 ⽯川 睦男 ⽯⽥ 肇   
⽯原 理 岩崎 信爾 岩下 光利 岩本 晃明 遠藤 俊明 ⼤場 隆 可世⽊久幸 倉智 博久 
⾹⼭ 浩⼆ ⿑藤 英和 櫻⽊ 範明 澤⽥ 富夫 末岡 浩 鈴⽊ 雅洲 千⽯ ⼀雄 ⽵林 浩⼀ 
⽥辺 清男 堤 治 永尾 光⼀ 中村 元⼀ 並⽊ 幹夫 深⾕ 孝夫 福⽥ 淳 藤原 浩  
布施 秀樹 星合 昊 牧野 恒久 松⽥ 公志 三浦 ⼀陽 ⽔沼 英樹 村上 節 森 崇英  
吉⽥ 英機 

 
 

 

平成 15 年度試験合格 平成 18 年度認定（15 名） 
朝倉 寛之 市川 智彦 伊藤 晴夫 苛原 稔 岡村 均 
奥⼭ 明彦 久保 春海 柴原 浩章 武⾕ 雄⼆ ⽥中 俊誠 
⽥原 隆三 藤間 芳郎 野⽥ 洋⼀ 峯岸 敬 吉村 泰典 


