
認定番号 ⽒名 認定番号 ⽒名 認定番号 ⽒名
icuc-第00001号 松本 優輝 icuc-第00036号 椋本 匡俊 icuc-第00071号 出⽔ 拓也
icuc-第00002号 尾越 佑樹 icuc-第00037号 ⾒須 有祐 icuc-第00072号 清⽔ ⼀茂
icuc-第00003号 ⼩原 明⼠ icuc-第00038号 岡本 誠⼀ icuc-第00073号 松浪 可織
icuc-第00004号 ⼩崎 健司 icuc-第00039号 錦織 ⼤輔 icuc-第00074号 ⻄村 優⼀
icuc-第00005号 松⽥ 恵介 icuc-第00040号 川﨑 良明 icuc-第00075号 栗原 広兼
icuc-第00006号 藤井 彩 icuc-第00041号 渡邊 拓也 icuc-第00076号 加藤 尚嵩
icuc-第00007号 畠⼭ 拓也 icuc-第00042号 加藤 ゆり icuc-第00077号 五⼗嵐 義浩
icuc-第00008号 濱⽥ 悠佑 icuc-第00043号 連仏 治幸 icuc-第00079号 蜂須賀 章友
icuc-第00009号 北井 亜紀 icuc-第00044号 永濱 元続 icuc-第00080号 功⼒ 未夢
icuc-第00010号 ⼟井 照雄 icuc-第00045号 松⽥ 孝嗣 icuc-第00081号 箕浦 章太
icuc-第00011号 鎌⽥ 清嗣 icuc-第00046号 ⼩⼭ 昌利 icuc-第00082号 ⼭下 亜希
icuc-第00012号 岡本 花織 icuc-第00047号 丸⼭ 卓也 icuc-第00083号 桑嶋 俊次
icuc-第00013号 ⽊村 晃 icuc-第00048号 藤⽊ 政吉 icuc-第00084号 関根 広介
icuc-第00014号 宮﨑 進 icuc-第00049号 峠坂 ⿓範 icuc-第00085号 ⻘⽊ 宏介
icuc-第00015号 神崎 俊治 icuc-第00050号 佐藤 邦昭 icuc-第00086号 佐潟 芳久
icuc-第00016号 佐久間 伸博 icuc-第00051号 ⼭﨑 ⻯魅 icuc-第00088号 下⽥ 真秀
icuc-第00017号 押⽅ 翼 icuc-第00052号 望⽉ 優⼀ icuc-第00089号 河端 賢司
icuc-第00018号 徳久 健⼈ icuc-第00053号 中岡 慎太郎 icuc-第00090号 陶⼭ 真⼀
icuc-第00019号 眞中 貴幸 icuc-第00054号 ⼩野 浩平 icuc-第00091号 丸橋 達也
icuc-第00020号 永井 守 icuc-第00056号 國⾹ 正⾒ icuc-第00092号 島崎 哲弥
icuc-第00021号 福島 卓⾺ icuc-第00057号 宮川 貴幸 icuc-第00093号 余川 絢⾳
icuc-第00022号 ⼭⽥ ⼆三歩 icuc-第00058号 新 健太郎 icuc-第00094号 坂下 浩太
icuc-第00023号 冨永 篤史 icuc-第00059号 古我 賢悟 icuc-第00095号 森實 雅司
icuc-第00024号 ⽻⽣ 宜浩 icuc-第00060号 ⼤久保 淳 icuc-第00097号 ⽑利 真吾
icuc-第00025号 ⼩林 彩 icuc-第00061号 清⽔ 重光 icuc-第00098号 ⻫藤 航
icuc-第00026号 有安 祥訓 icuc-第00062号 松本 隼⼈ icuc-第00099号 村野 祐司
icuc-第00027号 家城 護 icuc-第00063号 渡部 雄介 icuc-第00100号 礒本 泰輔
icuc-第00028号 前川 裕司 icuc-第00064号 秋⼭ 泰利 icuc-第00101号 ⻄村 聡
icuc-第00029号 ⽯⽑ 康祥 icuc-第00065号 佐々⽊ 恵 icuc-第00102号 ⽟城 智
icuc-第00030号 髙村 真吾 icuc-第00066号 上野 裕司 icuc-第00103号 福島 克也
icuc-第00032号 阿部 健太 icuc-第00067号 佐々⽊ 悠真 icuc-第00104号 ⾬宮 梓
icuc-第00033号 落合 友彌 icuc-第00068号 松川 陽明 icuc-第00105号 ⽥中 太郎
icuc-第00034号 ⽯井 宣⼤ icuc-第00069号 ⽥村 弘⼦ icuc-第00106号 ⽯橋 ⼀⾺
icuc-第00035号 荒⽥ 晋⼆ icuc-第00070号 武⽥ 真⿓ icuc-第00107号 冨澤 学
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認定番号 ⽒名 認定番号 ⽒名 認定番号 ⽒名
icuc-第00108号 相⾺ 良⼀ icuc-第00140号 松澤 圭吾 icuc-第00171号 岡本 ⼀彦
icuc-第00109号 百瀬 達也 icuc-第00141号 ⼭本 伸⼀ icuc-第00172号 藤本 正弘
icuc-第00110号 清⽔ 信之 icuc-第00142号 ⾐川 ⼤ icuc-第00173号 井⼝ 新⼀
icuc-第00111号 柴野 和⾼ icuc-第00143号 釜江 直也 icuc-第00174号 ⽯川 雄⼤
icuc-第00112号 加藤 和也 icuc-第00144号 ⽔津 英仁 icuc-第00175号 森 圭⼀郎
icuc-第00113号 深澤 加奈⼦ icuc-第00145号 鈴⽊ 英正 icuc-第00176号 ⼭⼝ 友⾥恵
icuc-第00114号 伊藤 正矩 icuc-第00146号 須賀 太洋 icuc-第00177号 ⼭東 奈津⼦
icuc-第00115号 東 俊輔 icuc-第00147号 川地 宏志 icuc-第00178号 尾⽥ 友広
icuc-第00116号 佐々⽊ 慎理 icuc-第00148号 加藤 知⼦ icuc-第00179号 中前 健⼆
icuc-第00117号 河原 俊介 icuc-第00149号 布野 潤⼀ icuc-第00180号 星 直樹
icuc-第00118号 福⽥ 将誉 icuc-第00150号 内村 鴻⼀ icuc-第00181号 ⾓野 隆⼀郎
icuc-第00119号 上岡 晃⼀ icuc-第00151号 落葉 佑昌 icuc-第00182号 ⾼⼭ 綾
icuc-第00120号 中ノ上 洋憲 icuc-第00152号 清⽔ 貞則 icuc-第00183号 中村 敦
icuc-第00121号 ⼤瀧 ⼀幸 icuc-第00153号 中井 悠⼆ icuc-第00184号 中畑 仁志
icuc-第00122号 ⼭本 ⿇菜 icuc-第00154号 ⼩幡 亜妃 icuc-第00185号 ⼤崎 英忠
icuc-第00124号 楠本 奈央 icuc-第00156号 海野 佑基 icuc-第00187号 三⽊ 隆弘
icuc-第00125号 槇野 祐介 icuc-第00157号 浦⽥ 優⼦ icuc-第00188号 岩﨑 ⼀崇
icuc-第00126号 ⼭本 和暉 icuc-第00158号 ⽯⾶ 翔吾 icuc-第00189号 牧⽥ 真伊
icuc-第00127号 鈴⽊ 秀典 icuc-第00159号 平⼭ 和也 icuc-第00190号 ⽩前 達⼤
icuc-第00128号 ⼩⾼ 勇⼠ icuc-第00160号 児⽟ 圭太 icuc-第00191号 宇佐⾒ 直
icuc-第00129号 杉⽥ 翔哉 icuc-第00161号 吉岡 淳 icuc-第00192号 江殿 和正
icuc-第00130号 下⽥ 峻椰 icuc-第00162号 塚本 功 icuc-第00193号 ⻑⾕川 知輝
icuc-第00131号 前⽥ 将良 icuc-第00163号 伊藤 朋晃 icuc-第00194号 上⽥ 名都美
icuc-第00132号 ⾼橋 将 icuc-第00164号 ⽥中 雄⼰ icuc-第00195号 三浦 啓道
icuc-第00133号 鴨下 ⽅彦 icuc-第00165号 齋藤 諒介 icuc-第00196号 宗万 孝次
icuc-第00134号 ⼩笠原 亮太 icuc-第00166号 布⾕ ⼤輔 icuc-第00197号 沖島 正幸
icuc-第00135号 北林 洋 icuc-第00167号 檀上 弘樹 icuc-第00198号 澤⽥ 知広
icuc-第00136号 ⼭岸 隆太 icuc-第00168号 原 直暉 icuc-第00199号 松永 健汰
icuc-第00138号 ⼭⾹ 修 icuc-第00169号 ⻄久保 祐次
icuc-第00139号 吉野 秀樹 icuc-第00170号 ⽔盛 邦彦
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