
 

 

「令和２年度第２回会員・一般研修会（動画配信）」 
 

◇内 容 

第１部 講演動画「境界トラブルの実例～相談センターでの事例から」 

 

第２部 講演動画「筆界特定申請手続きとその留意点」 

 

第３部 講演動画「境界紛争と土地家屋調査士」 

 

◇動画公開期間    令和３年３月２９日（月）～令和３年５月６日（木） 

          

 

◇対  象    当会会員 

 



令和２年度第２回会員・一般研修動画視聴者一覧表
※掲載情報は研修動画視聴期間終了時点のものとなります。

会員No 支部名 管轄名 会員名 フリガナ
485 湘南第二 秦野市 小林　賢治 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾞ
721 横浜南 港南区 塚田　美智子 ﾂｶﾀﾞ ﾐﾁｺ
801 横浜南 港南区 塚田　良夫 ﾂｶﾀﾞ ﾖｼｵ

1323 湘南第二 伊勢原市 飯田　三 ｲｲﾀﾞ ﾀｶｿﾞｳ
1360 横浜南 戸塚区 中島　重良 ﾅｶｼﾏ ｼｹﾞﾖｼ
1362 湘南第一 藤沢市 後藤　日吉 ｺﾞﾄｳ ﾋﾖｼ
1373 湘南第二 伊勢原市 菅　重男 ｽｶﾞ ｼｹﾞｵ
1392 横浜中 中区 島田　信男 ｼﾏﾀﾞ ﾉﾌﾞｵ
1410 横浜南 戸塚区 小山　成次郎 ｺﾔﾏ ｾｲｼﾞﾛｳ
1439 県西 足柄上郡 佐藤　正吾 ｻﾄｳ ｾｲｺﾞ
1456 横須賀 横須賀市 黒田　昌司 ｸﾛﾀﾞ ｼｮｳｼﾞ
1484 横浜東 神奈川区 渡辺　佳夫 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼｵ
1504 横須賀 横須賀市 梶谷　由古 ｶｼﾞﾀﾆ ﾖｼﾌﾙ
1510 相模原 中央区 三平　正行 ﾐﾋﾗ ﾏｻﾕｷ
1544 県西 小田原市 秋山　隆 ｱｷﾔﾏ ﾀｶｼ
1562 横浜東 神奈川区 青山　馨 ｱｵﾔﾏ ｶｵﾙ
1566 湘南第二 秦野市 草山　修平 ｸｻﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ
1570 県央 厚木市 田邉　和彦 ﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾋｺ
1574 湘南第二 秦野市 野地　茂 ﾉﾁﾞ ｼｹﾞﾙ
1592 湘南第二 伊勢原市 芹澤　保夫 ｾﾘｻﾞﾜ ﾔｽｵ
1594 相模原 中央区 藤岡　博 ﾌｼﾞｵｶ ﾋﾛｼ
1599 湘南第二 中郡 吉川　満徳 ﾖｼｶﾜ ﾐﾂﾉﾘ
1603 横浜北 港北区 篠原　敬郎 ｼﾉﾊﾗ ﾀｶｵ
1606 湘南第二 中郡 松木　勝一 ﾏﾂｷ ｶﾂｲﾁ
1618 大和 大和市 荒井　洋 ｱﾗｲ ﾋﾛｼ
1650 横浜中 中区 肥田　和成 ﾋﾀﾞ ｶｽﾞｼｹﾞ
1660 横浜東 旭区 佐藤　博徳 ｻﾄｳ ﾋﾛﾉﾘ
1689 湘南第二 秦野市 鈴木　恒男 ｽｽﾞｷ ﾂﾈｵ
1693 横浜北 都筑区 畑　英夫 ﾊﾀ ﾋﾃﾞｵ
1755 横浜北 青葉区 原　清志 ﾊﾗ ｷﾖｼ
1772 横須賀 三浦市 武田　政義 ﾀｹﾀﾞ ﾏｻﾖｼ
1778 横浜南 栄区 関　延之 ｾｷ ﾉﾌﾞﾕｷ
1783 横浜中 西区 山田　晃久 ﾔﾏﾀﾞ ｱｷﾋｻ
1788 川崎 中原区 木村　利一郎 ｷﾑﾗ ﾘｲﾁﾛｳ
1791 横浜南 港南区 河本　憲一 ｶﾜﾓﾄ ｹﾝｲﾁ
1798 県西 小田原市 黒栁　雄二 ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾕｳｼﾞ
1829 横浜南 磯子区 渡部　勇 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｻﾑ
1840 大和 大和市 岩本　等 ｲﾜﾓﾄ ﾋﾄｼ
1868 大和 大和市 石橋　敏子 ｲｼﾊﾞｼ ﾄｼｺ
1891 横浜東 鶴見区 阿部　常二 ｱﾍﾞ ﾄｷｼﾞ
1892 県央 厚木市 甘利　雅雄 ｱﾏﾘ ﾏｻｵ
1897 横須賀 三浦市 山岸　義勝 ﾔﾏｷﾞｼ ﾖｼｶﾂ
1899 横須賀 横須賀市 梅原　毅 ｳﾒﾊﾗ ﾂﾖｼ
1901 横浜南 磯子区 福本　正幸 ﾌｸﾓﾄ ﾏｻﾕｷ
1902 横浜北 都筑区 鈴木　慶一 ｽｽﾞｷ ｹｲｲﾁ
1914 横浜東 神奈川区 須藤　義則 ｽﾄﾞｳ ﾖｼﾉﾘ
1916 湘南第一 鎌倉市 太田　悦子 ｵｵﾀ ｴﾂｺ
1921 横浜中 中区 崔　正道 ｻｲ ﾏｻﾐﾁ
1923 湘南第一 藤沢市 柴野　和英 ｼﾊﾞﾉ ｶｽﾞﾋﾃﾞ
1931 相模原 中央区 守屋　隼人 ﾓﾘﾔ ﾊﾔﾄ
1937 横浜南 金沢区 佐藤　子 ｻﾄｳ ｼｽﾞｺ
1943 横浜中 南区 佐々木　健 ｻｻｷ ﾀｹｼ
1959 大和 大和市 高橋　敏治 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾊﾙ
1990 湘南第二 伊勢原市 髙木　潤二 ﾀｶｷﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ
1993 県央 厚木市 梅澤　政信 ｳﾒｻﾞﾜ ﾏｻﾉﾌﾞ



1998 横須賀 横須賀市 府川　昭雄 ﾌｶﾜ ｱｷｵ
2000 横浜中 西区 宮島　うめ子 ﾐﾔｼﾞﾏ ｳﾒｺ
2011 湘南第一 高座郡 田　平一 ﾀﾅﾍﾞ ﾋﾗｶｽﾞ
2045 相模原 中央区 八木　茂忠 ﾔｷﾞ ｼｹﾞﾀﾀﾞ
2048 県西 小田原市 海野　敦郎 ｳﾐﾉ ｱﾂｵ
2066 川崎 多摩区 渡部　清一 ﾜﾀﾍﾞ ｾｲｲﾁ
2069 相模原 中央区 松田　紀元 ﾏﾂﾀﾞ ｶｽﾞﾖｼ
2072 川崎 中原区 吉田　洋子 ﾖｼﾀﾞ ﾖｳｺ
2100 横須賀 横須賀市 大野　正人 ｵｵﾉ ﾏｻﾄ
2102 相模原 中央区 内藤　三男 ﾅｲﾄｳ ﾐﾂｵ
2103 相模原 南区 小林　忠志 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾀﾞｼ
2105 湘南第二 伊勢原市 梶　政広 ｶｼﾞ ﾏｻﾋﾛ
2117 川崎 川崎区 中島　秀隆 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾀｶ
2125 横浜南 金沢区 大澤　隆 ｵｵｻﾜ ﾀｶｼ
2134 大和 座間市 増島　賢一 ﾏｽｼﾞﾏ ｹﾝｲﾁ
2137 相模原 中央区 坪井　修 ﾂﾎﾞｲ ｵｻﾑ
2138 県央 厚木市 内田　昭弘 ｳﾁﾀﾞ ｱｷﾋﾛ
2140 横浜北 青葉区 石橋　雄二 ｲｼﾊﾞｼ ﾕｳｼﾞ
2145 川崎 中原区 濱田　博 ﾊﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ
2146 横浜中 中区 川口　修三 ｶﾜｸﾞﾁ ｼｭｳｿﾞｳ
2151 相模原 南区 近藤　幸久 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｷﾋｻ
2153 湘南第二 平塚市 根岸　昇 ﾈｷﾞｼ ﾉﾎﾞﾙ
2173 県西 小田原市 関田　侃 ｾｷﾀ ﾀﾀﾞｼ
2175 湘南第一 藤沢市 田中　俊明 ﾀﾅｶ ﾄｼｱｷ
2179 横浜北 青葉区 下山　義和 ｼﾓﾔﾏ ﾖｼｶｽﾞ
2188 横浜北 都筑区 石井　建爾 ｲｼｲ ｹﾝｼﾞ
2214 横浜北 港北区 山田　清光 ﾔﾏﾀﾞ ｷﾖﾐﾂ
2221 県央 厚木市 井上　敏 ｲﾉｳｴ ｻﾄｼ
2222 横浜南 港南区 藤野　寛 ﾌｼﾞﾉ ﾋﾛｼ
2228 湘南第一 藤沢市 義髙　聡 ﾖｼﾀｶ ｻﾄﾙ
2234 横浜南 港南区 伊東　昌彦 ｲﾄｳ ﾏｻﾋｺ
2236 横浜北 港北区 り道　晴彦 ﾏﾜﾘﾐﾁ ﾊﾙﾋｺ
2238 横浜東 神奈川区 大内　弘幸 ｵｵｳﾁ ﾋﾛﾕｷ
2242 湘南第二 平塚市 鈴木　貴志 ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ
2245 横浜南 港南区 望月　信次 ﾓﾁﾂﾞｷ ｼﾝｼﾞ
2248 横浜南 栄区 福岡　勇雄 ﾌｸｵｶ ｲｻｵ
2253 横浜北 港北区 阿久津　義幸 ｱｸﾂ ﾖｼﾕｷ
2259 横浜南 戸塚区 大島　満 ｵｵｼﾏ ﾐﾂﾙ
2260 横浜中 中区 峯　章 ﾐﾈ ｱｷﾗ
2262 横浜東 神奈川区 藤橋　俊之 ﾌｼﾞﾊｼ ﾄｼﾕｷ
2269 湘南第一 藤沢市 石田　一弘 ｲｼﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ
2276 川崎 麻生区 四元　忠幸 ﾖﾂﾓﾄ ﾀﾀﾞﾕｷ
2278 県央 厚木市 野口　譲 ﾉｸﾞﾁ ﾕｽﾞﾙ
2281 大和 綾瀬市 朝岡　道久 ｱｻｵｶ ﾐﾁﾋｻ
2282 大和 綾瀬市 三浦　仁 ﾐｳﾗ ﾋﾄｼ
2301 湘南第二 伊勢原市 星　武志 ﾎｼ ﾀｹｼ
2304 県央 厚木市 西村　弘司 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛｼ
2307 横須賀 横須賀市 袴田　知明 ﾊｶﾏﾀﾞ ﾁｱｷ
2308 相模原 緑区 笠原　哲二 ｶｻﾊﾗ ﾃﾂｼﾞ
2312 横浜北 港北区 木村　勇仁 ｷﾑﾗ ﾕｳｼﾞ
2314 横浜中 西区 稲葉　明 ｲﾅﾊﾞ ｱｷﾗ
2324 横浜北 青葉区 奥田　一高 ｵｸﾀﾞ ｲｯｺｳ
2337 横須賀 横須賀市 高杉　充 ﾀｶｽｷﾞ ﾐﾂﾙ
2338 横浜北 緑区 古澤　隆行 ﾌﾙｻﾜ ﾀｶﾕｷ
2344 県央 愛甲郡 天野　和広 ｱﾏﾉ ｶｽﾞﾋﾛ
2345 横浜中 西区 菊池　龍之介 ｷｸﾁ ﾘｭｳﾉｽｹ
2355 横浜中 西区 河原　孝樹 ｶﾜﾊﾗ ﾀｶｷ
2356 横浜東 神奈川区 小林　義雄 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼｵ
2360 湘南第一 藤沢市 内海　雅文 ｳﾂﾐ ﾏｻﾌﾐ



2369 湘南第二 平塚市 笹生　仁 ｻｻｵ ﾋﾄｼ
2376 県西 足柄上郡 金澤　隆敏 ｶﾅｻﾞﾜ ﾀｶﾄｼ
2377 横須賀 横須賀市 長友　浩 ﾅｶﾞﾄﾓ ﾋﾛｼ
2380 湘南第一 藤沢市 普川　宣弘 ﾌｶﾜ ﾉﾌﾞﾋﾛ
2385 横浜中 西区 土屋　雅彦 ﾂﾁﾔ ﾏｻﾋｺ
2387 相模原 中央区 朝里　孝浩 ｱｻﾘ ﾀｶﾋﾛ
2394 横須賀 横須賀市 清田　尚 ｷﾖﾀ ﾀｶｼ
2399 横浜北 都筑区 横田　宙志 ﾖｺﾀ ﾋﾛｼ
2400 横浜北 都筑区 江尻　正人 ｴｼﾞﾘ ﾏｻﾄ
2402 横浜南 港南区 小笠原　裕 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕﾀｶ
2406 川崎 宮前区 阿部　光男 ｱﾍﾞ ﾐﾂｵ
2408 横浜東 鶴見区 飯嶋　義幸 ｲｲｼﾞﾏ ﾖｼﾕｷ
2409 横浜東 旭区 宇田川　寿朗 ｳﾀｶﾞﾜ ﾄｼﾛｳ
2412 横浜北 青葉区 栗田　宜典 ｸﾘﾀ ﾖｼﾉﾘ
2413 横浜中 中区 関　太郎 ｾｷ ﾀﾛｳ
2415 相模原 中央区 小橋　創 ｺﾊﾞｼ ｿｳ
2417 川崎 高津区 上田　浩司 ｳｴﾀﾞ ﾋﾛｼ
2419 川崎 高津区 大竹　正晃 ｵｵﾀｹ ﾏｻｱｷ
2420 横須賀 横須賀市 大山　和博 ｵｵﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ
2424 横浜東 瀬谷区 本橋　幸司 ﾓﾄﾊｼ ｺｳｼﾞ
2426 相模原 中央区 金子　達子 ｶﾈｺ ﾀﾂｺ
2427 横浜北 青葉区 志田　研哉 ｼﾀﾞ ｹﾝﾔ
2430 相模原 南区 中田　和雄 ﾅｶﾀ ｶｽﾞｵ
2433 湘南第二 伊勢原市 橋本　隆 ﾊｼﾓﾄ ﾘｭｳ
2436 横浜東 神奈川区 小関　憲一郎 ｺｾｷ ｹﾝｲﾁﾛｳ
2438 横浜南 戸塚区 野　敏靖 ﾕｷﾉ ﾖｼﾉﾌﾞ
2443 湘南第一 茅ヶ崎市 小川　明洋 ｵｶﾞﾜ ｱｷﾋﾛ
2444 横浜南 磯子区 小瀧　孝幸 ｺﾀｷ ﾀｶﾕｷ
2453 湘南第二 秦野市 深谷　美登里 ﾌｶﾔ ﾐﾄﾞﾘ
2460 川崎 川崎区 後迫　豪 ｳｼﾛｻｺ ﾂﾖｼ
2462 横浜南 港南区 山野井　充 ﾔﾏﾉｲ ﾐﾂﾙ
2463 横浜南 港南区 下濵　浩治 ｼﾓﾊﾏ ｺｳｼﾞ
2469 湘南第二 平塚市 髙橋　眞人 ﾀｶﾊｼ ﾏｺﾄ
2473 湘南第一 藤沢市 加賀谷　一夫 ｶｶﾞﾔ ｲﾁｵ
2474 相模原 南区 足立　尊仁 ｱﾀﾞﾁ ﾀｶﾋﾄ
2477 湘南第一 藤沢市 中村　和夫 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｵ
2480 横浜東 鶴見区 河　光成 ｺｳ ﾐﾂﾅﾘ
2484 横浜中 中区 鈴木　修 ｽｽﾞｷ ｵｻﾑ
2491 相模原 緑区 梶原　征史 ｶｼﾞﾜﾗ ﾏｻｼ
2508 横浜北 緑区 対馬　正巳 ﾂｼﾏ ﾏｻﾐ
2514 横浜東 保土ケ谷区 加野　亮一 ｶﾉ ﾘｮｳｲﾁ
2516 横須賀 横須賀市 渡邉　豊 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾀｶ
2518 相模原 中央区 中村　至 ﾅｶﾑﾗ ｲﾀﾙ
2520 横浜東 神奈川区 牧　智子 ﾏｷ ﾄﾓｺ
2521 湘南第二 平塚市 清田　秀樹 ｾｲﾀ ﾋﾃﾞｷ
2522 横浜南 港南区 下濵　優治 ｼﾓﾊﾏ ﾕｳｼﾞ
2523 横浜東 旭区 田　貴麿 ﾆｼﾀﾞ ﾀｶﾏﾛ
2527 横浜北 青葉区 嶋田　幸子 ｼﾏﾀﾞ ｻﾁｺ
2528 横浜北 青葉区 平野　稔 ﾋﾗﾉ ﾐﾉﾙ
2535 県央 厚木市 島村　正明 ｼﾏﾑﾗ ﾏｻｱｷ
2537 相模原 中央区 高橋　正之 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾕｷ
2547 横浜南 港南区 丸山　彰 ﾏﾙﾔﾏ ｱｷﾗ
2550 横浜南 泉区 貴田　和仁 ｷﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾄ
2553 川崎 幸区 深瀬　光正 ﾌｶｾ ﾐﾂﾏｻ
2554 横浜中 西区 冨岡　正文 ﾄﾐｵｶ ﾏｻﾌﾐ
2556 大和 座間市 島村　賢 ｼﾏﾑﾗ ﾏｻﾙ
2557 湘南第一 藤沢市 石井　公治 ｲｼｲ ｺｳｼﾞ
2567 湘南第一 茅ヶ崎市 尾上　雄一郎 ｵﾉｳｴ ﾕｳｲﾁﾛｳ
2572 横浜北 港北区 岩本　晶夫 ｲﾜﾓﾄ ｱｷｵ



2576 県西 小田原市 島津　隆一 ｼﾏﾂﾞ ﾘｭｳｲﾁ
2580 川崎 川崎区 鈴木　宏治 ｽｽﾞｷ ｺｳｼﾞ
2584 湘南第一 藤沢市 石川　謙一 ｲｼｶﾜ ｹﾝｲﾁ
2592 横浜中 西区 木下　欣房 ｷﾉｼﾀ ﾖｼﾌｻ
2594 県西 足柄上郡 石川　明 ｲｼｶﾜ ｱｷﾗ
2595 大和 大和市 市川　東 ｲﾁｶﾜ ﾋｶﾞｼ
2597 相模原 南区 稲　健太郎 ｲﾅﾊﾞ ｹﾝﾀﾛｳ
2598 相模原 中央区 平賀　純 ﾋﾗｶﾞ ｼﾞｭﾝ
2601 県央 厚木市 花上　康一 ﾊﾅｳｴ ｺｳｲﾁ
2603 相模原 南区 阿部　裕之 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ
2605 川崎 多摩区 阿部　俊一 ｱﾍﾞ ｼｭﾝｲﾁ
2606 横浜東 保土ケ谷区 富山　博友 ﾄﾐﾔﾏ ﾋﾛﾄﾓ
2608 横浜北 都筑区 岩田　豊和 ｲﾜﾀ ﾄﾖｶｽﾞ
2609 横浜東 神奈川区 山下　勉 ﾔﾏｼﾀ ﾂﾄﾑ
2610 川崎 多摩区 小西　行長 ｺﾆｼ ﾕｷﾅｶﾞ
2612 横浜北 港北区 瀬　武 ﾋﾛｾ ﾀｹｼ
2622 横浜南 磯子区 福本　仁 ﾌｸﾓﾄ ﾋﾄｼ
2626 横浜中 西区 伊藤　佐一郎 ｲﾄｳ ｻｲﾁﾛｳ
2627 横須賀 横須賀市 福島　誠 ﾌｸｼﾏ ﾏｺﾄ
2628 県西 小田原市 渡部　雅行 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾕｷ
2630 湘南第一 茅ヶ崎市 三浦　錦吾 ﾐｳﾗ ｷﾝｺﾞ
2631 横浜中 中区 宮川　裕史 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾋﾛｼ
2632 横浜南 栄区 小松崎　仁 ｺﾏﾂｻﾞｷ ﾋﾄｼ
2635 横浜中 西区 鈴木　睦美 ｽｽﾞｷ ﾑﾂﾐ
2638 湘南第一 鎌倉市 櫻井　文明 ｻｸﾗｲ ﾌﾐｱｷ
2648 横須賀 横須賀市 佐々木　重信 ｻｻｷ ｼｹﾞﾉﾌﾞ
2650 横浜南 戸塚区 岡田　豊太 ｵｶﾀﾞ ﾄﾖﾀ
2651 横浜北 青葉区 増井　大助 ﾏｽｲ ﾀｲｽｹ
2652 湘南第二 平塚市 市川　秀明 ｲﾁｶﾜ ﾋﾃﾞｱｷ
2659 相模原 中央区 三平　宏海 ﾐﾋﾗ ﾋﾛﾐ
2662 横浜北 港北区 竹中　敏明 ﾀｹﾅｶ ﾄｼｱｷ
2663 横浜東 神奈川区 坂庭　悟 ｻｶﾆﾜ ｻﾄﾙ
2668 相模原 中央区 猪口　嚴 ｲﾉｸﾞﾁ ｲﾜｵ
2669 湘南第二 平塚市 長尾　匡 ﾅｶﾞｵ ﾀﾀﾞｼ
2675 県西 小田原市 山口　宏幸 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ
2680 横浜東 旭区 住谷　和典 ｽﾐﾔ ｶｽﾞﾉﾘ
2682 横浜北 港北区 篠原　収 ｼﾉﾊﾗ ｵｻﾑ
2685 相模原 中央区 山田　興蔵 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｿﾞｳ
2689 横浜東 瀬谷区 中川　貞夫 ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾀﾞｵ
2694 川崎 多摩区 佐久間　輝郎 ｻｸﾏ ﾃﾙｵ
2697 横浜東 旭区 久德　慎也 ｷｭｳﾄｸ ｼﾝﾔ
2699 横浜北 港北区 岸　日出東 ｷｼ ﾋﾃﾞﾄ
2702 湘南第二 秦野市 菅野　英典 ｶﾝﾉ ﾋﾃﾞﾉﾘ
2703 湘南第二 秦野市 下田　陽一郎 ｼﾓﾀﾞ ﾖｳｲﾁﾛｳ
2705 湘南第一 藤沢市 深谷　和秀 ﾌｶﾔ ｶｽﾞﾋﾃﾞ
2707 相模原 中央区 大貫　公彦 ｵｵﾇｷ ｷﾐﾋｺ
2708 川崎 麻生区 桑原　泰 ｸﾜﾊﾗ ﾔｽｼ
2709 相模原 中央区 中村　旨孝 ﾅｶﾑﾗ ﾑﾈﾀｶ
2712 相模原 中央区 梅津　賢一 ｳﾒﾂﾞ ｹﾝｲﾁ
2713 横浜中 西区 小室　真樹 ｺﾑﾛ ﾏｻｷ
2721 湘南第二 平塚市 五明　宣之 ｺﾞﾐｮｳ ﾉﾌﾞﾕｷ
2723 横浜中 南区 佐藤　宏 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ
2724 相模原 南区 橋本　陽介 ﾊｼﾓﾄ ﾖｳｽｹ
2733 湘南第一 高座郡 入澤　英夫 ｲﾘｻﾜ ﾋﾃﾞｵ
2737 川崎 川崎区 石川　賢明 ｲｼｶﾜ ﾏｻｱｷ
2740 横浜東 旭区 石井　眞司 ｲｼｲ ｼﾝｼﾞ
2741 横浜中 南区 澁谷　猛 ｼﾌﾞﾔ ﾀｹｼ
2745 横浜東 神奈川区 西　剛志 ﾆｼ ﾂﾖｼ
2747 横浜中 西区 柳原　哲也 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾃﾂﾔ



2753 川崎 幸区 白石　雅晴 ｼﾗｲｼ ﾏｻﾊﾙ
2757 県西 小田原市 秋山　隆一郎 ｱｷﾔﾏ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ
2758 川崎 多摩区 太田　雅人 ｵｵﾀ ﾏｻﾄ
2761 湘南第一 藤沢市 嶺岸　清信 ﾐﾈｷﾞｼ ｷﾖﾉﾌﾞ
2762 相模原 中央区 関東　博之 ｶﾝﾄｳ ﾋﾛﾕｷ
2764 横浜東 神奈川区 西田　徹 ﾆｼﾀﾞ ﾄｵﾙ
2766 湘南第一 藤沢市 浦田　均 ｳﾗﾀ ﾋﾄｼ
2768 横浜東 神奈川区 德中　寛 ﾄｸﾅｶ ﾋﾛｼ
2769 横浜東 鶴見区 瀨尾　誠 ｾｵ ﾏｺﾄ
2773 横浜中 中区 今枝　洋隆 ｲﾏｴﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ
2778 大和 海老名市 小川　尚志 ｵｶﾞﾜ ﾋｻｼ
2783 湘南第一 藤沢市 生駒　幸一 ｲｺﾏ ｺｳｲﾁ
2785 湘南第一 鎌倉市 原光　勇司 ﾊﾗﾐﾂ ﾕｳｼﾞ
2788 湘南第一 茅ヶ崎市 川島　勝美 ｶﾜｼﾏ ｶﾂﾐ
2795 横須賀 三浦郡 平田　義昭 ﾋﾗﾀ ﾖｼｱｷ
2802 大和 座間市 菊池　敦 ｷｸﾁ ｱﾂｼ
2804 横浜南 泉区 高杉　博 ﾀｶｽｷﾞ ﾋﾛｼ
2806 県西 小田原市 鈴木　龍二 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｼﾞ
2812 湘南第二 秦野市 北村　春彦 ｷﾀﾑﾗ ﾊﾙﾋｺ
2815 川崎 麻生区 山田　武宏 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｹﾋﾛ
2816 川崎 幸区 中村　拓司 ﾅｶﾑﾗ ﾀｸｼﾞ
2819 湘南第一 高座郡 小幡　勝幸 ｵﾊﾞﾀ ｶﾂﾕｷ
2820 湘南第二 伊勢原市 野　稔 ﾆｼﾉ ﾐﾉﾙ
2823 横浜中 西区 小川　城雄 ｵｶﾞﾜ ｼﾛｵ
2825 湘南第一 茅ヶ崎市 小澤　勇人 ｵｻﾞﾜ ﾊﾔﾄ
2826 横浜北 都筑区 田村　佳章 ﾀﾑﾗ ﾖｼｱｷ
2830 県西 足柄下郡 小田　靖 ｵﾀﾞ ﾔｽｼ
2831 湘南第一 鎌倉市 小林　大輔 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ
2832 大和 海老名市 遠藤　篤 ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾂｼ
2833 大和 海老名市 羽太　信行 ﾊﾌﾞﾄ ﾉﾌﾞﾕｷ
2835 川崎 高津区 東野　圭二 ﾄｳﾉ ｹｲｼﾞ
2839 川崎 川崎区 幸田　順一 ｺｳﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ
2840 横浜中 中区 村田　誠一 ﾑﾗﾀ ｾｲｲﾁ
2843 湘南第一 茅ヶ崎市 小野　公三 ｵﾉ ｺｳｿﾞｳ
2846 湘南第一 鎌倉市 内屋敷　嘉一 ｳﾁﾔｼｷ ﾖｼｶｽﾞ
2849 横浜東 神奈川区 川又　行雄 ｶﾜﾏﾀ ﾕｷｵ
2850 湘南第二 秦野市 守屋　隆 ﾓﾘﾔ ﾀｶｼ
2856 横浜南 金沢区 菅野　哲広 ｶﾝﾉ ｱｷﾋﾛ
2857 横浜東 旭区 藤井　勇人 ﾌｼﾞｲ ﾊﾔﾄ
2860 川崎 多摩区 後藤　敬 ｺﾞﾄｳ ﾀｶｼ
2862 横浜南 磯子区 佐浦　秀己 ｻｳﾗ ﾋﾃﾞﾐ
2870 横浜中 西区 平戸　勇一 ﾋﾗﾄ ﾕｳｲﾁ
2871 湘南第一 鎌倉市 松井　豊 ﾏﾂｲ ﾕﾀｶ
2873 湘南第二 伊勢原市 米谷　邦彦 ｺﾒﾀﾆ ｸﾆﾋｺ
2879 相模原 緑区 佐野　克直 ｻﾉ ｶﾂﾅｵ
2881 川崎 多摩区 鎌野　伸一 ｶﾏﾉ ｼﾝｲﾁ
2893 横浜北 緑区 蓮沼　芳夫 ﾊｽﾇﾏ ﾖｼｵ
2895 横浜東 神奈川区 田丸　正幸 ﾀﾏﾙ ﾏｻﾕｷ
2896 湘南第二 平塚市 原田　善之 ﾊﾗﾀﾞ ﾖｼﾕｷ
2902 湘南第二 平塚市 勝俣　桂樹 ｶﾂﾏﾀ ｹｲｷ
2906 横浜中 南区 五郎丸　泰弘 ｺﾞﾛｳﾏﾙ ﾔｽﾋﾛ
2908 湘南第一 高座郡 中山　浩光 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛﾐﾂ
2913 湘南第一 茅ヶ崎市 菅野　光 ｶﾝﾉ ﾋｶﾙ
2915 湘南第二 平塚市 芦川　暁 ｱｼｶﾜ ｻﾄﾙ
2922 横浜東 鶴見区 花澤　俊幸 ﾊﾅｻﾞﾜ ﾄｼﾕｷ
2923 県央 厚木市 三枝　慎一郎 ｻｴｸﾞｻ ｼﾝｲﾁﾛｳ
2925 川崎 宮前区 本谷　洋美 ﾎﾝﾀﾆ ﾋﾛﾐ
2927 県西 小田原市 塩月　三智徳 ｼｵﾂｷ ﾐﾁﾉﾘ
2930 横浜東 神奈川区 小川　将仁 ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾄ



2932 大和 海老名市 新井　祥司 ｱﾗｲ ｼｮｳｼﾞ
2937 川崎 高津区 浅川　泰雄 ｱｻｶﾜ ﾔｽｵ
2940 横浜中 西区 本多　正克 ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻｶﾂ
2942 湘南第一 鎌倉市 荻原　慎吾 ｵｷﾞﾊﾗ ｼﾝｺﾞ
2943 横浜東 保土ケ谷区 大久保　俊生 ｵｵｸﾎﾞ ﾄｼｵ
2944 湘南第一 藤沢市 菅　裕子 ｶﾝﾄｳ ﾕｳｺ
2949 横浜北 緑区 境　恵子 ｻｶｲ ｹｲｺ
2952 川崎 宮前区 髙橋　肇 ﾀｶﾊｼ ﾊｼﾞﾒ
2953 横浜中 中区 菅原　大悟 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｺﾞ
2954 横浜中 中区 地野　透 ﾁﾉ ﾄｵﾙ
2956 横浜南 港南区 野口　直志 ﾉｸﾞﾁ ﾅｵｼ
2960 湘南第一 高座郡 北村　欣也 ｷﾀﾑﾗ ｷﾝﾔ
2961 湘南第一 藤沢市 小澤　憲一 ｵｻﾞﾜ ｹﾝｲﾁ
2963 横浜東 鶴見区 安武　正滋 ﾔｽﾀｹ ﾏｻｼﾞ
2964 横浜東 旭区 赤尾　茂 ｱｶｵ ｼｹﾞﾙ
2967 川崎 川崎区 露木　潤 ﾂﾕｷ ｼﾞｭﾝ
2970 横浜南 戸塚区 中田　健二 ﾅｶﾀﾞ ｹﾝｼﾞ
2972 湘南第一 藤沢市 小澤　太香雄 ｵｻﾞﾜ ﾀｶｵ
2973 川崎 多摩区 佐藤　哲也 ｻﾄｳ ﾃﾂﾔ
2974 湘南第二 伊勢原市 勝部　真也 ｶﾂﾍﾞ ｼﾝﾔ
2975 横浜南 金沢区 川島　健彦 ｶﾜｼﾏ ﾀｹﾋｺ
2976 湘南第一 藤沢市 麻生　賢二 ｱｿｳ ｹﾝｼﾞ
2982 川崎 中原区 川上　慎治 ｶﾜｶﾐ ｼﾝｼﾞ
2986 大和 大和市 藤本　謹也 ﾌｼﾞﾓﾄ ｷﾝﾔ
2988 横浜北 港北区 椿　健太郎 ﾂﾊﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ
2990 横浜南 港南区 渡邉　哲也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾂﾔ
2991 横浜東 旭区 井上　英司 ｲﾉｳｴ ｴｲｼﾞ
2993 湘南第一 藤沢市 岩崎　英介 ｲﾜｻｷ ｴｲｽｹ
2994 横浜東 神奈川区 河田　周作 ｶﾜﾀﾞ ｼｭｳｻｸ
2999 横浜中 中区 金子　力也 ｶﾈｺ ﾘｷﾔ
3001 横浜北 都筑区 川島　浩治 ｶﾜｼﾏ ｺｳｼﾞ
3003 県央 厚木市 露木　文子 ﾂﾕｷ ﾌﾐｺ
3005 県央 厚木市 小島　誠 ｺｼﾞﾏ ﾏｺﾄ
3006 県央 愛甲郡 梅澤　比呂志 ｳﾒｻﾞﾜ ﾋﾛｼ
3008 横浜中 西区 内田　浩光 ｳﾁﾀﾞ ﾋﾛﾐﾂ
3009 湘南第一 藤沢市 島田　義孝 ｼﾏﾀﾞ ﾖｼﾀｶ
3019 県西 足柄上郡 井上　淳一 ｲﾉｳｴ ｼﾞｭﾝｲﾁ
3028 横浜中 中区 池富　嗣勇 ｲｹﾄﾐ ﾂｸﾞｵ
3029 湘南第一 高座郡 大川　和良 ｵｵｶﾜ ｶｽﾞﾖｼ
3031 横浜中 西区 関　崇彦 ｾｷ ﾀｶﾋｺ
3032 相模原 中央区 重近　一慶 ｼｹﾞﾁｶ ｶｽﾞﾖｼ
3033 湘南第二 伊勢原市 筒井　淳 ﾂﾂｲ ｼﾞｭﾝ
3035 横須賀 横須賀市 青木　茂 ｱｵｷ ｼｹﾞﾙ
3036 横浜中 中区 竹内　勝弥 ﾀｹｳﾁ ｶﾂﾔ
3041 県央 厚木市 古郡　英隆 ﾌﾙｺﾞｵﾘ ﾋﾃﾞﾀｶ
3042 湘南第一 鎌倉市 西江　淳 ﾆｼｴ ｼﾞｭﾝ
3043 横浜南 港南区 清水　亮 ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳ
3044 横浜中 南区 鈴木　信市 ｽｽﾞｷ ｼﾝｲﾁ
3045 横浜中 南区 保坂　寿弥 ﾎｻｶ ﾄｼﾔ
3047 川崎 麻生区 中原　一成 ﾅｶﾊﾗ ｶｽﾞﾅﾘ
3051 湘南第一 茅ヶ崎市 原　克昭 ｽｶﾞﾜﾗ ｶﾂｱｷ
3052 横浜南 金沢区 柴田　直浩 ｼﾊﾞﾀ ﾅｵﾋﾛ
3053 横浜北 都筑区 髙橋　祐矢 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ
3054 横浜北 港北区 田島　貴英 ﾀｼﾞﾏ ｷｴ
3056 県央 厚木市 波　達郎 ﾅﾝﾊﾞ ﾀﾂﾛｳ
3059 横浜東 保土ケ谷区 桒原　元気 ｸﾜﾊﾗ ｹﾞﾝｷ
3060 横浜東 神奈川区 常盤　悦弘 ﾄｷﾜ ﾖｼﾋﾛ
3061 相模原 南区 田山　薫 ﾀﾔﾏ ｶｵﾘ
3067 大和 海老名市 高橋　一之 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾕｷ



3068 大和 大和市 上杉　剛治 ｳｴｽｷﾞ ｺﾞｳｼﾞ
3073 横浜東 鶴見区 金子　顕 ｶﾈｺ ｱｷﾗ
3075 横浜北 港北区 永井 巳 ﾅｶﾞｲ ﾀｸﾐ
3076 横浜南 栄区 岡　良一 ｵｶ ﾘｮｳｲﾁ
3077 横浜南 戸塚区 田　正寛 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ
3078 県西 小田原市 山本　竜 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳ
3079 横須賀 横須賀市 石川　公太郎 ｲｼｶﾜ ｺｳﾀﾛｳ
3081 県西 小田原市 原田　徹 ﾊﾗﾀﾞ ﾄｵﾙ
3085 横須賀 横須賀市 黒田　哲也 ｸﾛﾀﾞ ﾃﾂﾔ
3086 横浜南 金沢区 佐藤　弘康 ｻﾄｳ ﾋﾛﾔｽ
3087 湘南第二 平塚市 秦泉寺　智峰 ｼﾞﾝｾﾞﾝｼﾞ ﾄﾓﾐﾈ
3088 横浜東 瀬谷区 浦野　哲也 ｳﾗﾉ ﾃﾂﾔ
3089 大和 海老名市 松橋　卓也 ﾏﾂﾊｼ ﾀｸﾔ
3091 県央 厚木市 櫻井　晴芳 ｻｸﾗｲ ﾊﾙﾖｼ
3092 横浜南 港南区 岩橋　良明 ｲﾜﾊｼ ﾖｼｱｷ
3093 横浜中 西区 今西　幹 ｲﾏﾆｼ ｶﾝ
3096 湘南第一 藤沢市 矢野　太郎 ﾔﾉ ﾀﾛｳ
3097 横須賀 三浦市 伊藤　聖紀 ｲﾄｳ ｾｲｷ
3098 横浜東 瀬谷区 柴岡　雅卓 ｼﾊﾞｵｶ ﾏｻﾀｶ
3105 川崎 川崎区 豊田　誠 ﾄﾖﾀﾞ ﾏｺﾄ
3106 川崎 幸区 昆　幸三 ｺﾝ ｺｳｿﾞｳ
3107 横浜南 戸塚区 白石　浩 ｼﾗｲｼ ﾋﾛｼ
3108 県央 厚木市 波　孝 ﾅﾝﾊﾞ ﾀｶｼ
3109 横浜中 西区 曽根　昇 ｿﾈ ﾉﾎﾞﾙ
3111 横浜東 瀬谷区 今井　真樹 ｲﾏｲ ﾏｻｷ
3113 県央 厚木市 川平　将志 ｶﾜﾋﾗ ﾏｻｼ


