
認定実技審査員名簿

氏　　名 氏　　名 氏　　名 氏　　名 氏　　名 氏　　名 氏　　名 氏　　名 氏　　名 氏　　名

相垣　雄二 岩佐　和之 尾原　弘恭 木下　美聡 佐々木　重昭 外林　大輔 知念　友紀 西本　正幸 渕ノ上　真太郎 森川　伸治

愛知　秀一 岩崎　英明 甲斐　範光 木野田　浩平 佐々木　慎司 垰　義徳 附田　拓也 西山　幸吉 船戸　嘉忠 森川　由基

青木　茂康 岩重　尚人 角藤　良樹 木全　健太郎 佐々木　智章 髙岸　美和 柘植　久嗣 丹羽　十堂 麓　康次郎 森澤　隆弘

青木　孝至 岩瀬　惇平 笠井　栄志 木村　文規 佐々木　賢 髙口　修治 辻　大介 野崎　享 古川　清裕 森田　洋平

青木　伊之 岩村　一成 笠原　哲二郎 木村　悦子 佐々木　良弘 髙田　直樹 辻井　宏昭 野々山　卓敬 古谷　栄一 森本　正章

青木　廉 上岡　伸光 梶尾　安正 清武　裕之 佐々木　玲衣 高田　昌辰 筒井　寛幸 萩野　裕子 古家　陽介 八重樫　正

青崎　浩士 植田　扶美子 樫本　啓良 楠原　康民 佐藤　篤史 髙橋　大樹 露久保　範昭 橋本　浩二 古山　喜一 社　由洋

青柴　穣司 上野　天 柏﨑　保昌 葛谷　壽彦 佐藤　豪介 高橋　秀郎 展　広智 荷田　翼 別所　道記 山泉　剛

青山　武春 上野　雅洋 春日　貴之 工藤　久美子 佐藤　勉 髙橋　弘 遠山　治孝 蓮沼　鉄也 堀　恭敏 山川　和毅

赤池　誠司 上原　直樹 霞　孝行 工藤　大介 佐藤　真希 髙橋　勇二 土岐　明寛 長谷川　源 堀江　光 山口　登一郎

赤岡　志保 打味　裕子 片桐　秀樹 久野　貴史 佐藤　光浩 髙橋　洋一 登﨑　正行 羽田　哲也 堀口　晃一 山口　昌史

赤島　紋花 海野　幸司 片桐　幸秀 久保　博子 佐藤　洋平 髙橋　芳貴 戸崎　素成 畑　奈緒子 本澤　光則 山﨑　和弘

赤羽　泰彦 浦　隆之 片桐　陽 久保田　健一 佐藤　義裕 髙橋　良仁 利根　竜兵 服部　辰広 本多　修二 山﨑　悟

秋津　知宏 上瀧　亨 片桐　亮 窪田　浩二 佐藤　良太 高橋　怜往 戸部　秀男 服部　博幸 正木　大吾 山﨑　昌彦

阿久津　高伸 益　賢明 片倉　弘隆 久保山　和彦 佐野　恵 瀧ヶ平　隆一 富永　忠雅 初森　裕隆 又吉　啓太 山﨑　由紀也

朝倉　勇人 江戸　敬之 片橋　るみ 熊谷　将史 澤　卓実 滝沢　哲也 外山　日登志 埴岡　孝之 松岡　靖 山下　昌一

浅谷　健介 老後　隆志 勝田　淨邦 久米　信好 澤田　規 田口　賢太郎 豊嶋　良一 馬場　泰行 松下　寿 山田　修平

朝比奈　恒人 大木　正浩 勝村　由香 黒岩　靖史 重石　雄大 田口　大輔 鳥山　哲夫 濱田　淳 松田　心一 山田　靖典

芦名　潤一 大久保　貴博 勝村　洋介 黒氏　憲 篠　弘樹 田口　祐一 内藤　可三 早川　周作 松田　卓也 山根　勇

阿部　浩明 大圖　貴三 加藤　栄二 黒澤　紀雄 篠田　真一 竹内　希美子 中井　真悟 早川　雅成 松田　康宏 山原　正美

荒井　一彦 大隅　力 加藤　稔啓 黒田　剛生 四宮　英雄 竹内　仁 中尾　幸雄 早川　幸秀 松永　光雄 山村　聡

新井　丈夫 大隅　祐輝 金釘　直幸 桑野　幸仁 芝　明朗 武隈　覚正 長岡　正樹 林　了大 松原　太朗 山本　清

荒木　誠一 太田　作郎 金澤　錬太郎 小礒　嘉貴 柴崎　清志 竹田　英樹 中川　耕一 林　一志 松本　宗三 山本　将史

有馬　宏昌 太田　直樹 金廣　行信 幸野　昇 清水　匠太 竹見　国雄 長坂　愛 林　泰京 松本　揚 山本　幸男

有山　敦士 太田　浩之 金森　篤子 小枝　宰 下地　秀和 竹本　晋史 中澤　正孝 林　竜也 松山　基博 湯浅　有希子

安東　鉄男 大谷　修一 鹿庭　祥平 郡　佳子 白江　誠 田代　雅人 中嶋　真司 林　輝充 眞鍋　和親 横田　泰弘

飯田　秀男 大塚　博史 金子　和央 國分　義之 白﨑　孝則 舘原　宗幸 中島　琢人 林　雄祐 丸山　純子 横見瀬　ゆかり

飯田　双海 大西　陽一 金子　充夫 小﨑　太 白石　聖 辰野　正和 中島　嘉和 早津　泰治 三浦　千栄 横山　靖

飯野　元 大橋　淳 金島　裕樹 小島　弘光 新地　秀臣 竪田　泰仁 長須　達也 葉山　直史 三澤　圭吾 吉川　かなえ

五十嵐　貴仁 大林　典弘 金城　考宏 後藤　晃弘 神内　伸晃 田中　敦 永野　修 原口　力也 水野　晋悟 𠮷田　勲生

井口　満広 大平　太郎 金光　寛和 後藤　陽正 瑞泉　誠 田中　健吾 中野　仁 原田　武彦 水野　玲朗 吉田　晋

伊黒　浩二 大輪　徹也 鎌倉　和広 小西　裕司 須賀　一成 田中　健之 中村　崇男 疋田　拓也 三橋　裕之 吉田　剛章

池田　美樹 岡　智宏 鎌塚　正志 小林　耕平 杉浦　透 田中　秀和 仲村　剛 樋口　毅史 湊谷　知幹 吉塚　亮一

石井　規之 小笠原　孝嗣 上村　英記 小林　正男 杉本　恵理 田中　誠人 中村　尚志 尾藤　何時夢 南　正大 吉原　勉

石井　征輝 小笠原　宏之 神谷　昌利 小林　喜之 杉本　知 田中　雅博 中村　秀樹 日根野　聖 南沢　悟 吉村　道人

石川　大樹 小笠原　史明 亀井　啓 小松　敏美 杉本　秀人 田中　康文 中村　大隆 平澤　和裕 味村　吉浩 米女　博司

石橋　和正 岡田　章平 唐木　清利 小柳　祐華 杉山　直人 田辺　健一郎 中村　亮 平戸　幹憲 宮越　亮典 米山　博之

石橋　重良 岡田　昌也 刈屋　遵 小山　浩司 杉山　渉 田辺　耕太 中村　裕司 平山　依里 宮坂　卓治 脇坂　謙三

石橋　大輔 岡村　忠彦 川上　智志 小山　健 鈴　武利 田邉　哲也 中村　義毅 廣岡　聡 三輪　修司 渡辺　一治

石橋　徹 小川　航一 川口　央修 近藤　英隆 鈴木　正三 谷川　裕恵 柳樂　聡治郎 深澤　晃盛 武藤　耕太 渡邉　清市

泉澤　勝 小川　勝 川﨑　一朗 近藤　龍市 鈴木　信司 谷口　禎二 柳樂　美作男 深谷　高治 宗友　宏行 渡辺　弘三

磯部　正司 小川　譲 川﨑　新也 紺野　直能 鈴木　聖子 谷口　祐次 南島　孝信 福　安喜 村上　哲二 渡部　康光

市ヶ谷　武生 沖　和久 川﨑　有子 今野　浩道 鈴木　孝行 谷山　雄一 並川　一利 福井　悠紀子 村上　征寛

市毛　雅之 奥田　香苗 河原　龍秀 西條　嘉人 鈴木　猛 田畑　興介 奈良　俊二 福田　学 村澤　幸弘

市橋　香澄 奥田　久幸 川東　信秀 齊藤　桂治 鈴木　忠慶 玉井　清志 成田　昌健 福田　泰昌 村田　景司

市村　安史 奥野　勝彦 川満　亘 齊藤　慎吾 鈴木　英明 玉川　俊広 難波　英樹 福地　華子 室　王貴

伊藤　恵里 奥原　敬 黄海　匡士 斉藤　文教 鈴木　美波 田宮　慎二 南部　晶子 藤井　和彦 室伏　弘紀

伊藤　浩二 小倉　秀樹 北澤　正人 坂　逸平 鈴木　康仁 田村　俊二 新井田　一吏 藤木　裕樹 目時　誠

伊藤　智昭 小倉　啓史 北島　秀一 坂口　聡 鈴木　康義 田村　哲也 丹尾　英基 藤瀬　正 最上　忠

伊東　秀高 小黒　正幸 北野　吉廣 坂本　博 須藤　竜夫 田村　博 西尾　仁孝 藤田　実 本木　利之

伊藤　譲 小澤　健史 北村　次郎 坂本　美和子 住田　行志 田村　昌大 西川　彰 藤原　光 桃井　俊明

稲川　郁子 小田　敏明 喜多村　伸明 櫻井　庄二 関口　勲 樽本　悦郎 錦織　輝礼 藤巻　将継 森　経介

伊波　賢人 小田垣　典行 鬼頭　宏 櫻井　敬晋 関口　将一 樽本　修和 西巻　英男 伏見　直哉 森　憲治

今村　浩久 小野　博道 木ノ内　秀効 櫻井　太郎 節原　弘和 丹治　良輔 西村　貴司 藤原　清治 森　倫範

入江　浩正 小野澤　大輔 木下　潤一 笹川　禎弘 瀬戸口　大作 千田　由美子 西村　卓一 二神　弘子 森岡　泰之

※ホームページ掲載の承諾をいただいた審査員を掲載しております。（五十音順）

（令和4年9月14日更新）


