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北海道⽀部 
勤務先県 
北海道 ⾜⽴ 智昭 有末 太郎 安藤 勝祥 安保 智典 今村 哲理 ⿊河 聖 

佐藤 智信 鈴⽊ 潤⼀ ⾼井 重紀 ⼿林 明雄 寺⾨ 洋平 道家 充 
⻑川 達哉 萩原 武 平⽥ 健⼀郎 平⼭ 眞章 藤井 常志 藤⾕ 幹浩 
松浦 邦彦 ⽔尾 仁志 村上 雅則 柳川 伸幸 ⼭⼝ 由美⼦ 吉⽥ 裕司 
渡 ⼆郎      

 
東北⽀部 
勤務先県 
⻘森県 相澤 中 岡本 勝博 斎藤 博 相⾺ 悌 ⾼杉 滝夫 ⽥鎖 良樹 

対⾺ 健⼀ 松川 昌勝 三上 達也    
岩⼿県 狩野 敦 ⻑澤 茂     
宮城県 伊藤 啓 今村 茂 ⼤原 秀⼀ ⼩野寺 博義 加藤 勝章 ⼩池 智幸 

⾦ 俊夫 ⼩林 剛 佐藤 彰 渋⾕ ⼤助 ⼤楽 尚弘 ⾼⽊ 承 
樋渡 信夫 藤⽥ 直孝 ⼭下 和良 結城 豊彦   

秋⽥県 ⽯岡 知憲 井上 義朗 ⼤久保 俊治 倉光 智之 ⼩泉 亮道 佐藤 誠 
⼾堀 ⽂雄 若松 秀樹     

⼭形県 ⼤泉 晴史 鈴⽊ 克典 深瀬 和利 三浦 ⼆三夫   
福島県 奥秋 興寿 今野 保敏 佐藤 勝久 緑川 重夫   
 
関東甲信越⽀部 

勤務先県 
茨城県 ⽣⽅ 英幸 海⽼原 次男 太⽥代 安律 影⼭ 隆久 樫村 博正 ⾦原 章郎 

齋藤 洋⼦ 佐久間 正祥 佐藤 忠夫 菅野 千秋 中原 朗 仁平 武 
平井 信⼆ 藤枝 邦昭     

栃⽊県 ⽯川 勉 ⾼後 裕 髙⽥ 悦雄 知花 洋⼦ ⼟⽥ 智⼀ 難波 美津雄 
原 美佳⼦ 藤沼 澄夫     

群⾺県 乾 純和 ⼩暮 道夫 ⼩林 ⼆郎 酒井 良典 萩原 廣明 宮崎 誠 
茂⽊ ⽂孝 ⼭⽥ 昇司     

埼⽟県 ⼩野寺 ⼤吾 ⾦澤 雅弘 杉村 ⽂昭 須⽥ 健夫 中野 真 野中 達也 
渕上 博司 三橋 敏武 三吉 博    

千葉県 加治 ⽂也 倉⼭ 英⽣ ⻑浜 隆司 ⻄川 貴之 林 學 原澤 尚登 
⼭⼝ 和也      

東京都 ⾚井 祐⼀ 浅倉 禮治 今武 和弘 ⼊⼝ 陽介 岩崎 有良 宇野 昭毅 
⼤野 仁 ⼤野 康寛 岡崎 睦也 ⼩川 眞広 ⼩⽥ 丈⼆ ⼩野 良樹 
⾓ みどり 梶原 周⼆ 加藤 良郎 川⼝ 淳 川村 洋 熊倉 泰久 



 
 

 

 
 
 

栗原 ⻯⼀ ⼩橋 恵津 斎藤 達也 坂⾕ 新 坂本 光史 佐々⽊ 清寿 
佐藤 友美 ⾼⽊ 浩⼀ ⽟⼭ 隆章 鶴井 光治 冨野 泰弘 冨松 久信 
永尾 重昭 中島 寛隆 七海 暁男 ⾺場 保昌 濱島 ちさと 平井 貴志 
平沼 孝之 渕上 正弘 古川 秀和 松久 威史 三⽊ ⼀正 ⽔⾕ 勝 
⽔野 滋章 森⼭ 光彦 ⼋巻 悟郎 ⼭⾥ 哲郎 ⼭⽥ 弘徳 ⼭本 ⿍ 
由良 明彦 渡邉 圭三     

神奈川県 阿部 政直 ⽯野 順⼦ ⼤⻄ 洋英 佐島 敬清 下⼭ 友 鈴⽊ 康元 
⻄⼭ ⻯ 藤⽥ 由⾥⼦ 細川 治 前⽥ 淳 増⽥ 英明  

新潟県 佐藤 敏輝 中村 忠夫     
⼭梨県 ⼩林 ⼀久 志村 博基 依⽥ 芳起    
⻑野県 須澤 博⼀ ⼟屋 ⽂夫 松﨑 廉    
 
東海北陸⽀部 
勤務先県  
⽯川県 ⿂⾕ 知佳 南 昌秀 源 利成    
福井県 浅⽥ 康⾏ ⽥中 正樹 服部 昌和 松⽥ ⼀夫 宗本 義則  
岐⾩県 ⼩島 孝雄 後藤 裕夫 ⼩林 成禎 曽根 康博 ⾼橋 裕司 ⼭瀬 裕彦 
静岡県 岡村 正造 ⾦岡 繁 北川 哲司 笹⽥ 雄三 室久 敏三郎 吉川 裕之 
愛知県 伊藤 和幸 乾 和郎 ⼤橋 信治 勝⾒ 康平 久保⽥ 博也 後藤 秀実 

⼩林 隆 佐藤 嘉晃 杉原 康弘 杉⼭ 和久 ⿃井 淑敬 内藤 岳⼈ 
中澤 三郎 中野 浩⼀郎 ⻄尾 雄司 丹⽻ 康正 ⻑⾕ 智 服部 昌志 
林 ⾹⽉ 廣岡 芳樹 三好 広尚 森瀬 公友 芳野 純治  

三重県 多⽥ 豊治 恒⽮ 保雄 吉村 平    
 
近畿⽀部 
勤務先県  
滋賀県 井村 壽男 中島 滋美 吉川 邦⽣    
京都府 河端 秀明 ⼩林 正夫 阪上 順⼀ ⽵村 嘉⼈ ⽥中 彰恵 趙 栄済 

丸⼭ 恭平 三好 雅美 渡邊 能⾏    
⼤阪府 阿部 孝 ⼤畑 博 奥野 武彦 河島 輝明 末吉 公三 ⾠⺒ 嘉英 

⽥中 幸⼦ 津⽥ 純郎 ⻄⽥ 博 ⽻⽣ ⼤記 藤⽥ 剛 増⽥ 國次 
松尾 祥弘 向井 秀⼀ ⼭崎 秀男 吉永 寛   

兵庫県 ⽯⽥ 輝⼦ ⼀柳 明弘 伊藤 ⼀夫 杉村 千恵 綱島 武彦 出⼝ 浩之 
楢林 勇 ⻄⽥ 道弘 ⽔間 美宏 宮本 武 安⽥ 敏成  

奈良県 ⾚⽻ たけみ 伊藤 ⾼広 今井 照彦 ⼤⽯ 元 東⼝ 隆⼀ 平井 都始⼦ 
藤井 久男 吉本 正伸     

和歌⼭県 中⽥ 博也 前北 隆雄     



 
 

 

中国四国⽀部 
勤務先県 
⿃取県 謝花 典⼦ 三浦 邦彦 宮崎 慎⼀    
島根県 ⾜⽴ 経⼀ 堀江 聡     
岡⼭県 井上 和彦 内⽥ 純⼀ 鎌⽥ 智有 草加 勝康 春間 賢 藤村 宜憲 

間部 克裕      
広島県 奥崎 健 ⽇⼭ 亨 吉⽥ 成⼈ 吉原 正治   
⼭⼝県 井岡 達也 河村 奨 ⼾⽥ 智博 三浦 修 南園 義⼀  
徳島県 ⻘⽊ 利佳 伊東 進 曽我部 正弘 ⾼⼭ 哲治 中園 雅彦 本⽥ 浩仁 
⾹川県 前⽥ 剛 安⽥ 貢     
⾼知県 井上 修志 ⻑⽥ 裕典     

 
九州⽀部 
勤務先県 
福岡県 有川 俊⼆ 上⽥ 真信 植⼭ 敏彦 川元 健⼆ 北川 晋⼆ 武富 弘⾏ 

豊永 純 成冨 修 平賀 聖久 平川 克哉 松浦 隆志 松本 直之 

望⽉ 直美 吉⽥ 隆亮 吉村 理江    
佐賀県 ⽔⼝ 昌伸        
熊本県 川⼝ 哲 ⼟⻲ 直俊 野崎 良⼀ ⼀⼆三 倫郎 満崎 克彦 満崎 克彦 

三原 修⼀ 村上 晴彦 村上 友佳 吉岡 律⼦   
⼤分県 ⽯川 晃 前⽥ 徹        
宮崎県 尾上 耕治 北村 亨 崎浜 国治 ⼭⽥ 浩⼰    
⿅児島県 草野 健 松元 淳         
沖縄県 岩⽥ 雅史 ⾦城 徹 ⾦城 渚 ⾦城 福則 ⼩島 正久  

 


