
都道府県 市区町村 氏名 修了認定番号 認定年月日

滋賀県 蒲生郡竜王町 浦谷　隆明 09-0043 平成22年4月1日
京都府 宇治市南陵町 藤井　智徳 07-0081 平成20年4月2日

京都市 河原　巧 14-0326 平成27年12月13日
京都市右京区 桶谷　晶人 10-0008 平成23年4月1日

森田　康裕 06-0317 平成19年6月25日
田岡　千菜美 10-0204 平成23年4月16日

京都市上京区 中根　康之 07-0015 平成20年4月1日
京都市西京区 堀井　一広 06-0017 平成19年4月1日
京都市中京区 平岡　輝子 06-0258 平成19年4月1日
八幡市 田中　茂郎 06-0037 平成19年4月1日
福知山市 堀　達晶 10-0183 平成23年4月1日

奈良県 矢野　知亜子 06-0177 平成19年4月1日
橿原市 坂口　敦英 08-0300 平成21年4月1日

平野　圭二 07-0172 平成20年4月1日
藤村　浩隆 15-0099 平成28年4月1日

葛城市 福本　善之 08-0275 平成21年4月24日
吉野郡 福田　孝司 10-0355 平成23年6月1日
香芝市 冬廣　知志 05-0014 平成18年4月1日
生駒郡 城　雄一郎 15-0051 平成28年4月1日

竹森　慧太 15-0052 平成28年4月1日
生駒市 谷谷　章子 12-0189 平成25年5月1日

石橋　和典 15-0023 平成28年4月1日
山本　悠介 15-0024 平成28年4月1日
水野　翔太 15-0025 平成28年4月1日
音羽　明 15-0034 平成28年4月1日
山本　貴雄 15-0035 平成28年4月1日
金子　起万 15-0043 平成28年4月1日
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大和高田市 田尻　卓士 07-0372 平成20年4月1日
多気　憲司 13-0047 平成26年4月15日

天理市 川端　典邦 15-0056 平成28年4月1日
奈良市 井上　雅文 07-0157 平成20年4月2日

小西　信一 07-0228 平成20年4月1日
山中　一史 15-0098 平成28年4月1日

奈良市七条東町 木内　康仁 09-0026 平成22年4月1日
和歌山県 岩出市 藤井　崇司 06-0018 平成19年4月1日

橋本市 新田　幸生 06-0195 平成19年4月1日
兵庫県 小林　明弘 10-0049 平成23年4月1日

内田　雅基 09-0031 平成22年4月1日
芦屋市 古谷　昌史 06-0021 平成19年4月1日
伊丹市 吉田　匡利 08-0015 平成21年4月1日

新垣　健一 06-0046 平成19年4月1日
中野　勇毅 10-0004 平成23年4月1日

加古川市平岡町 田中　大典 08-0150 平成21年4月1日
三田市相生町 長岡　藤夫 09-0084 平成22年4月1日
篠山市 松山　直樹 10-0089 平成23年4月1日
洲本市 森下　昌俊 11-0283 平成24年9月9日
小野市 石原　南 10-0408 平成23年5月1日
神戸市 五反田　望世 09-0201 平成22年4月1日

藤原　直人 10-0484 平成23年4月1日
藪下　智章 07-0238 平成20年4月1日

神戸市須磨区 上田　昭男 05-0155 平成18年4月1日
神戸市垂水区 政田　直人 09-0066 平成22年4月1日
神戸市西区 米田　慎弥 09-0491 平成22年12月19日
神戸市中央区 澤　卓実 07-0400 平成20年9月28日
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神戸市東灘区 天野　晋吾 07-0301 平成20年5月21日
神戸市灘区 中村　健司 14-0031 平成27年4月1日
西宮市 井上　貴雅 11-0248 平成24年4月1日

樫　卓史 06-0104 平成19年4月1日
吉川　誠人 06-0005 平成19年4月1日
村上　由依 06-0425 平成19年4月1日
松浦　將和 12-0030 平成25年4月2日

西脇市 高田　智貴 06-0256 平成19年4月1日
藤井　聡 09-0080 平成22年4月1日

川西市 山澤　剛 07-0225 平成20年5月1日
谷畑　勇二 12-0058 平成25年4月1日
松田　香東 13-0010 平成26年4月1日

丹波市 下村　聡 06-0255 平成19年4月1日
十倉　邦生 12-0319 平成25年12月8日

尼崎市 加　大輔 10-0186 平成23年4月1日
小西　輝記 06-0014 平成19年4月1日
眞鍋　裕樹 15-0223 平成28年4月1日

尼崎市西川 藤田　裕 06-0019 平成19年4月1日
尼崎市武庫之荘 本田　真一 07-0278 平成20年4月1日
姫路市 山室　繁 08-0163 平成21年4月11日

森本　雅之 10-0010 平成23年4月1日
杤山　満信 10-0034 平成23年4月1日

姫路市東山 上田　将光 07-0175 平成20年4月1日
宝塚市 山﨑　春樹 10-0227 平成23年4月12日

幸長　直也 14-0105 平成27年4月1日
八木　健介 15-0058 平成28年4月1日
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