
都道府県 市区町村 氏名 修了認定番号 認定年月日

大阪府 東井　幸喜 07-0035 平成20年4月1日
山本　玄 16-0022 平成29年4月7日

茨木市 佐々木　琢磨 08-0384 平成21年5月12日
佐藤　久美 07-0356 平成20年4月1日

岸和田市 水口　純宏 06-0206 平成19年4月30日
交野市 林　一夫 10-0147 平成23年4月1日
高石市 阪本　仁司 07-0221 平成20年4月1日

馬越　紀彰 08-0107 平成21年4月1日
田中　貫 12-0025 平成25年4月1日

高槻市 粟谷　晋子 11-0052 平成24年4月11日
岡本　昌之 08-0149 平成21年4月1日
橋本　高誉 10-0184 平成23年4月1日
須井　豊 07-0386 平成20年4月1日
清水　義郎 06-0006 平成19年4月1日
前川　敏彦 09-0227 平成22年4月1日
村田　充 08-0026 平成21年4月1日
齋藤　智憲 09-0024 平成22年4月1日
坂井　謙仁 12-0161 平成25年5月1日

高槻市高槻町 大西　秀明 07-0104 平成20年4月1日
堺市 泉野　勉 09-0074 平成22年4月1日

足立　敏一 09-0217 平成22年4月1日
辻　大介 12-0174 平成25年4月1日
畑島　紀昭 13-0147 平成26年4月1日

堺市堺区 太田　薫 09-0403 平成22年4月1日
堺市西区 玉田　道弘 09-0059 平成22年4月1日
堺市中区 小路　和功 05-0122 平成18年4月1日

筒　憲治 06-0102 平成19年4月1日
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大伴　敏史 16-0011 平成29年4月1日
四条畷市 椛　一朗 12-0059 平成25年4月1日
守口市 柳田　直樹 08-0130 平成21年4月1日

平野　敏明 12-0033 平成25年4月1日
寝屋川市 田伏　崇宏 06-0404 平成19年4月1日

土井　洋治 10-0140 平成23年4月1日
平澤　敬三 05-0026 平成18年4月1日

吹田市 村川　昌也 05-0025 平成18年4月1日
仲村　剛 05-0029 平成18年4月1日
尾﨑　朋子 09-0402 平成22年4月20日
赤木　直人 12-0163 平成25年4月1日

吹田市山田西 宮﨑　慎吾 09-0417 平成22年6月22日
吹田市西御旅町 吉田　勲生 08-0424 平成21年11月15日
泉南郡熊取町 名越　陽 12-0147 平成25年4月1日
泉南市新家 渡部　幸恵 11-0355 平成24年11月25日
大阪狭山市西山台 田中　友博 06-0045 平成19年4月1日
大阪市 佐藤　健 10-0475 平成23年4月1日

西川　昭 06-0165 平成19年4月21日
川﨑　裕弘 10-0291 平成23年4月1日
堀　慎二 10-0266 平成23年4月1日
澤邉　繁伸 10-0449 平成23年11月20日
蔦谷　和也 12-0272 平成25年4月1日
井内　正益 16-0046 平成29年4月19日

大阪市阿倍野区 中岡　まほ 10-0220 平成23年4月1日
大阪市旭区 岡本　俊宏 07-0030 平成20年4月1日
大阪市港区 笹井　繭子 10-0086 平成23年4月1日

西　英明 11-0315 平成24年12月9日
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大阪市此花区 小水流　圭輔 11-0047 平成24年4月1日
大阪市住吉区 伊藤　秀吉 08-0054 平成21年4月1日

曽和　勝 08-0246 平成21年4月1日
中井　健之 06-0448 平成19年4月1日
立山　直 08-0400 平成21年12月6日

大阪市住之江区 高　義富 10-0028 平成23年4月1日
大阪市城東区 阪口　洋介 11-0015 平成24年4月1日
大阪市生野区 福本　唯義 09-0095 平成22年4月1日

福原　光哉 15-0013 平成28年4月21日
大阪市西区 樋口　竜也 16-0089 平成29年4月1日
大阪市西成区 白井　篤 07-0143 平成20年4月5日
大阪市西淀川区 城間　孝二 05-0222 平成18年4月1日

大谷　祐司 10-0013 平成23年4月1日
林　竜也 12-0175 平成25年4月1日

大阪市中央区 瀧田　国生 10-0167 平成23年4月1日
吉川　千秋 15-0200 平成28年6月16日

大阪市鶴見区 井上　啓一 06-0243 平成19年4月1日
久　一樹 11-0020 平成24年4月1日
阪田　貴之 09-0326 平成22年5月1日

大阪市都島区 杉浦　文也 12-0034 平成25年4月9日
大阪市東住吉区 金　洪哲 11-0012 平成24年4月1日

上垣　保大 08-0177 平成21年4月20日
戸羽　匠 13-0192 平成26年5月15日
小田　祐子 14-0225 平成27年4月1日

大阪市東成区 坂本　賢史 07-0255 平成20年4月2日
山下　由紀 08-0178 平成21年4月1日
杉若　美香 10-0402 平成23年4月1日
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大阪市東淀川区 今井　綱志 08-0236 平成21年4月1日
養畑　智則 05-0065 平成18年4月1日
加用　麗香 14-0153 平成27年4月1日

大阪市福島区 尾松　賢 10-0150 平成23年4月1日
大阪市北区 宮園　秀 09-0023 平成22年4月1日
大阪市淀川区 安川　慶介 07-0091 平成20年4月1日

興梠　貴士 09-0019 平成22年4月1日
中尾　方則 05-0221 平成18年4月1日
大石　斉治 13-0004 平成26年4月1日
節原　弘和 13-0286 平成26年10月20日

大阪市浪速区 山内　直樹 08-0016 平成21年4月1日
三木　フミ 06-0463 平成19年4月1日

池田市 畑中　元樹 11-0163 平成24年4月1日
天王寺区 鳥山　雅子 06-0016 平成19年4月1日
東大阪市 船木　克欣 10-0009 平成23年4月1日

塚本　哲生 06-0342 平成19年4月1日
三波　宏充 12-0343 平成25年4月1日
備中　慶太郎 13-0055 平成26年4月1日
四元　江実 12-0389 平成25年4月1日

東淀川区 小嶌　賢治 05-0067 平成18年4月1日
藤井寺市 吉岡　正純 10-0353 平成23年4月1日
南河内郡河南町 廣谷　圭亮 09-0020 平成22年4月1日
柏原市 加藤　勝彦 09-0288 平成22年4月1日

澤田　侑輝 11-0051 平成24年4月1日
柏原氏 西村　大介 11-0140 平成24年4月1日
豊中市 五十嵐　弥一郎 11-0046 平成24年4月1日

三間　克仁 05-0003 平成18年4月1日
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小林　直樹 06-0086 平成19年4月1日
日髙　由絵 07-0355 平成20年4月1日

豊中市服部西町 門田　淳 05-0296 平成18年4月1日
豊能郡豊能町 三原　佑介 14-0047 平成27年4月1日
枚方市 三瀬　貴生 10-0195 平成23年4月1日

山田　俊輔 08-0102 平成21年4月1日
松本　崇 08-0101 平成21年4月1日
田和　宏嗣 08-0003 平成21年4月10日

枚方市宗谷 表　和大 09-0387 平成22年4月1日
門真市 黒木　政紀 07-0181 平成20年5月7日

山本　保弘 08-0009 平成21年4月1日
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