
都道府県 市区町村 氏名 修了認定番号 認定年月日

北海道 宮川　恵一 07-0159 平成20年4月1日
今　裕一 06-0191 平成19年4月1日
種村　春菜 10-0317 平成23年4月1日
竹内　悠輝 13-0113 平成26年4月1日
渡辺　靖之 13-0260 平成26年4月1日
阿久津　悟 14-0076 平成27年4月1日

旭川市 小谷　祐児 10-0178 平成23年4月1日
吉田　雅人 13-0146 平成26年4月1日
是元　佑太 13-0263 平成26年10月19日

旭川市緑が丘 駒場　敦 08-0267 平成21年5月21日
河東郡音更町緑陽台南区 千葉　覚豊 05-0146 平成18年4月1日
亀田郡七飯町 武田　和樹 15-0298 平成28年4月1日
恵庭市 眞鍋　夕樹 05-0116 平成18年4月1日

桑島　悠輔 12-0003 平成25年4月1日
米田　圭佑 15-0265 平成28年10月23日

江別市 髙橋　竜太 11-0003 平成24年4月1日
白神　裕基 15-0085 平成28年4月1日

札幌市 角森　正信 11-0006 平成24年4月1日
岩谷　昌典 05-0184 平成18年4月1日
小林　貴法 06-0229 平成19年4月1日
添田　征伸 10-0073 平成23年4月1日
福光　悠介 09-0371 平成22年4月2日
野口　隆司 05-0315 平成18年4月1日
野田　勝 10-0506 平成24年4月1日
乘松　圭 07-0318 平成20年4月1日
臧(中村　露々）　露 10-0061 平成23年4月1日
石川　健 12-0009 平成25年4月1日
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石川　圭吾 12-0037 平成25年4月1日
山田　俊朗 12-0108 平成25年4月1日
西野　洋貴 12-0281 平成25年5月26日
杉本　美穂 13-0036 平成26年4月1日
菅野　達 13-0075 平成26年5月1日
東海　萌季 14-0021 平成27年4月1日
三上　康隆 14-0119 平成27年4月1日
前田　幹 14-0157 平成27年4月1日
小倉　綾 15-0245 平成28年6月1日
河崎　和基 16-0096 平成29年4月1日
石塚　聡史 16-0024 平成29年4月11日
渡辺　潤 09-0203 平成22年4月1日

札幌市厚別区 高下　厚生 05-0212 平成18年4月1日
三浦　茂樹 05-0238 平成18年4月1日
須貝　康雄 12-0026 平成25年4月1日
江夏　岳晋 13-0056 平成26年4月1日
丹後　友里 13-0119 平成26年4月17日

札幌市清田区 髙田　まゆ 07-0191 平成20年4月1日
清水　美香子 07-0001 平成20年4月1日

札幌市西区 上村　博之 10-0435 平成23年4月1日
木村　謙介 08-0209 平成21年5月1日

札幌市中央区 加藤　孝 08-0298 平成21年4月1日
仁志　直人 11-0139 平成24年4月1日

札幌市東区 前澤　大和 14-0057 平成27年4月1日
札幌市南区 萩原　知秋 12-0035 平成25年4月1日

海老名　翔 15-0225 平成28年4月1日
萩原　和香奈 15-0249 平成28年4月1日
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札幌市白石区 錦川　陽介 11-0095 平成24年4月1日
西根　央 05-0152 平成18年4月1日
辰口　耕樹 15-0271 平成28年5月1日

札幌市豊平区 永澤　拓哉 09-0492 平成22年5月1日
久野　達郎 11-0059 平成24年4月1日
古川　喬雄 05-0197 平成18年4月1日

札幌市北区 小角　友祐 06-0057 平成19年4月1日
川辺　武司 11-0023 平成24年4月1日
中田　恭裕 07-0414 平成20年10月26日
冨樫　嘉秀 05-0211 平成18年4月1日
山根　徹也 14-0345 平成27年11月14日
中野渡　優樹 15-0264 平成28年10月23日

石狩市 伊藤　修平 09-0406 平成22年4月16日
熊澤　俊二 08-0194 平成21年4月21日
稲田　和弘 12-0097 平成25年4月1日
山田　太亮 14-0209 平成27年4月1日

川上郡 金野　雅文 05-0113 平成18年4月1日
帯広市 森　健一郎 12-0341 平成25年9月16日
登別市 吉野　匠 06-0410 平成19年10月14日

冨永　史人 16-0035 平成29年5月2日
南区 李　云川 09-0120 平成22年4月1日
日高郡 松井　進之介 13-0041 平成26年4月1日
白老郡白老町 吉田　純 08-0081 平成21年4月1日
函館市 工藤　瞬 05-0153 平成18年4月1日

佐藤　文昭 10-0284 平成23年4月1日
山本　康文 09-0200 平成22年4月1日
室田　多哉 11-0057 平成24年4月4日
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松原　靖宜 06-0315 平成19年4月30日
葉名尻　亘 10-0222 平成23年5月1日
定田　勉 13-0005 平成26年4月1日
丸山　誉幸 11-0160 平成24年4月1日

北見市 赤堀　琢也 07-0309 平成20年4月2日
北広島市 岩倉　徹也 10-0094 平成23年4月1日

對馬　太郎 12-0111 平成25年4月1日
北斗市 天竺桂　武史 06-0124 平成19年4月1日
勇払郡 小原　暁史 06-0351 平成19年4月28日
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