
※合格者の内、氏名非公表希望者２６４名につきましては第２次試験受験番号（下４桁）で公表します。

（五十音順）

＜北海道＞ 田中  佳範 尾上  志保 和田  美奈子 ＜岐阜県＞
磯野  達史 永井  美香 勝又  厚子 渡辺  晶彦 浅野  淑子
今井  啓介 中込  優子 加藤  美穂 渡辺  努 伊藤  優華
佐野  理人 中島  泰枝 金山  直樹 渡邊  美知代 松本  好美

中濵  俊也 菊入  和徳
＜青森県＞ 野村  大祐 五味川  満 ＜神奈川県＞ ＜静岡県＞
鎌田  郁子 橋口  寧子 小山  雄一 青木  洋介 阿南  孝則

長谷川  有 是永  樹宏 石川  紗矢香 勝又  直人
＜宮城県＞ 馬場  一樹 阪井  敏幸 石坂  裕衣 高柳  康祐
佐藤  立朗 森  貴子 鷺坂  怜子 遠藤  和博 永坂  圭介
脇田  純一 八木  康介 佐々木  佳彦 遠藤  美恵子 中山  航

矢ノ倉  栄二 澤口  利也 香川  平
＜秋田県＞ 山碕  将之 渋澤  武彦 黒木  賢二 ＜愛知県＞
今野  博子 新座  亮平 小池  孝則 荒川  大己
桜庭  一美 ＜千葉県＞ 杉崎  和枝 小出  友彦 石原  穣

礒崎  晋一 杉本  隆文 澁谷  智子 岩永  卓磨
＜山形県＞ 上野  善太郎 瀬川  和三 竹田  達也 上田  実
水上  英二 鬼形  耕介 関本  英貴 辻田  毅 海野  哲生

金子  敦子 節川  未樹 寺田  智哉 応  ギョウコン
＜茨城県＞ 黒川  秀一 瀬戸  美子 西  昭夫 大門  史典
井上  順夫 斎藤  誠 高橋  聡 沼倉  和子 大野  浩平
猿山  幸博 代田  祐樹 高橋  純一 橋本  永信 御邊  隆博
柴沼  清明 田下  正太郎 高畠  明子 長谷川  妙子 工藤  愛子
鈴木  潤 德永  眞喜 竹中  徳子 浜谷  雄二郎 胡内  章伸
波多野  まり 林  昌紀 田野  玲子 半田  泰士 斎藤  秀樹
弘中  留美子 前田  清香 杜倉  友紀子 本田  拓也 酒詰  晃夫
福田  恵 三日月  宏幸 戸田  直 松浦  貴敬 佐竹  浩昌

宮崎  英利 長崎  靖 松江  守 塩川  博康
＜栃木県＞ 矢挽  優希 仲野  真知子 三國  眞碁 清水  康佑
木庭  信 渡邊  有貴子 中村  慎太郎 森本  泰生 下郷  祐司
近藤  高信 中村  信也 矢野  和昭 鈴木  貴子
中野  一之 ＜東京都＞ 西村  大祐 矢野  誠 田那部  学

相澤  利枝 韮澤  実希 矢野  陽一郎 遠山  峻
＜群馬県＞ 浅賀  園子 野賀  雅人 矢野  佳之 中川  靖規
梅澤  春光 浅沼  悦子 橋本  孔子 矢部  敬之 野中  桂
田代  祐子 阿部  伸彦 秀嶋  裕司 山田  陽乃 菱田  和也
都丸  敏秀 天笠  康平 広部  佳奈子 山田  奈緒美 平野  智庸
前田  良一 石塚  正則 福田  良彦 山田  泰之 増田  雅彦

板倉  史明 房村  睦子 渡邊  ひかり 町田  貴明
＜埼玉県＞ 市原  奈美子 藤井  吉美 渡邊  麻衣子 松田  祥太
青木  浩子 伊藤  隼人 細川  真典 松原  亨
浅井  陽子 稲澤  博之 松永  典親 ＜新潟県＞ 山田  尚人
池田  みどり 稲見  友子 松本  宏二 斎藤  哲夫 山村  憲弘
石川  太郎 犬飼  良佑 村上  康弘 橋本  和也 渡辺  信之介
石塚  雅代 猪瀬  真紀子 森山  光恵
打矢  尚子 岩本  真幸 社  希久子 ＜富山県＞ ＜三重県＞
加藤  達哉 上原  正恵 山口  貴之 加藤  亮 髙木  裕美子
神山  雄哉 植松  千裕 行本  陽子 水谷  康
佐藤  万美子 大賀  俊樹 横尾  寛和 ＜長野県＞
佐藤  泰彦 大川  真澄 横山  卓巳 池浦  広之 ＜滋賀県＞
関口  江里香 沖本  茂揮 吉田  博晃 松垣  元彦 北川  健二
髙橋  彰 屋田  美典 米田  紗織 宮沢  和美
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＜京都府＞ ＜広島県＞ ＜沖縄県＞

藤本  隆司 井川  あゆみ 鴨川  雅美
徳本  健一 田港  華子

＜大阪府＞ 中木  真一
岩田  剛 松原  雅勝
上田  千寛
大木  直宏 ＜山口県＞
皆田  真利 竹田  正孝
菊池  浩史 床本  隆夫
清川  裕子 藤井  陽子
曽根  洋子
髙橋  祐介 ＜徳島県＞
知田  裕行 近藤  稔
塚脇  友美 澤口  光資郎
中尾  真己 田處  美千代
中出  勝夫 出口  健一
中山  忠行 坂東  綾
能波  健吾
橋爪  諒 ＜香川県＞

林谷  良樹 高橋  啓子
福井  由香 本田  幸治
牧原  奈実
松田  直樹 ＜福岡県＞
三上  友里恵 伊藤  真由美
村上  千穂 大村  英弘
山田  恵理 大屋  良太
湯澤  凌大 加藤  康之
和田  宜子 齊藤  貴代美

塩塚  浩
＜兵庫県＞ 角田  直樹
網野  香代子 高原  真里
井川  貴也 津田  宏
榮山  和恵 時枝  満景
緒方  達雄 藤崎  達也
鍵仲  二朗 水竹  浩
金丸  誠司 山口  美香
紀本  諭二
小坂  昌広 ＜長崎県＞
児玉  篤幸 大坪  辰也
高橋  えり子 佐藤  範子
竹ノ内  和政 吉次  慎二
田中  芳典
辻本  慎太郎 ＜熊本県＞
奈賀  直子 前田  浩治
股座　史朗 蓑毛  栄一
的場  伸介 吉田  英司
八巻  勝弘
吉田  利枝 ＜宮崎県＞

安藤  浩二
＜鳥取県＞ 川北  秀司
酒嶋  俊介 倉富  克法

＜岡山県＞ ＜鹿児島県＞

林  豊 宮西  陽一郎
福島  淳子



氏名非公表希望者 0256 0131 0582 ＜静岡県＞
＜北海道＞ 0272 0133 0585 0252

0001 0290 0140 0661 0430

0002 0381 0163 0672

0004 0451 0185 ＜神奈川県＞
0006 0477 0196 0045 ＜愛知県＞
0007 0487 0214 0078 0611

0008 0515 0224 0099 0613
0009 0528 0239 0100 0627
0018 0564 0246 0132 0628

0021 0567 0248 0135 0629

0586 0265 0147 0630
＜岩手県＞ 0596 0268 0193 0635
0014 0292 0209 0640
0511 ＜千葉県＞ 0304 0211 0647

0136 0314 0236 0649

＜宮城県＞ 0154 0330 0237 0653

0027 0184 0331 0259 0657
0077 0199 0343 0277 0678
0396 0201 0346 0305

0262 0351 0321 ＜三重県＞
＜秋田県＞ 0275 0356 0323 0677
0203 0297 0359 0335

0300 0366 0354 ＜滋賀県＞
＜福島県＞ 0307 0369 0379 0741
0119 0308 0371 0393 0757
0382 0312 0372 0420

0319 0377 0447 ＜京都府＞
＜茨城県＞ 0342 0388 0461 0791
0093 0390 0394 0467 0814

0097 0398 0401 0541 0818

0260 0474 0410 0559
0492 0429 0560 ＜大阪府＞

＜栃木県＞ 0534 0436 0588 0707
0165 0535 0450 0599 0720

0536 0453 0724
＜群馬県＞ 0459 ＜新潟県＞ 0726
0086 ＜東京都＞ 0468 0122 0729

0327 0022 0478 0183 0730

0400 0029 0486 0232 0739
0507 0032 0498 0740

0594 0041 0505 ＜富山県＞ 0752
0044 0506 0057 0759

＜埼玉県＞ 0048 0510 0799
0026 0050 0518 ＜山梨県＞ 0807
0081 0056 0523 0597 0815
0149 0067 0526 0843
0188 0071 0530 ＜長野県＞ 0844
0191 0072 0531 0303 0854
0195 0076 0549 0858
0212 0098 0551 ＜岐阜県＞ 0861
0223 0103 0554 0619 0875
0233 0106 0556 0648
0235 0107 0572 0700 ＜兵庫県＞
0250 0120 0580 0746



0820 ＜沖縄県＞
0825 0952
0827
0828
0829
0869

＜奈良県＞
0837
0886

＜島根県＞
0947

＜広島県＞
0911
0933

＜山口県＞
0960

＜徳島県＞
0751
0867
0882
0957

＜香川県＞
0658
0797
0798
0826
0836
0853
0879

＜高知県＞
0589

＜福岡県＞
0893
0910
0919
0934
0936
0940
0949
0959

＜鹿児島県＞
0889
0896
0906
0956


