
42期　平成15年度合格者一覧（敬称略）
全国３会場で新たに１０４名の同志が誕生しました。合格おめでとうございます。

番号 県連 氏名
1 北海道 阿部　孝志
2 北海道 碓井　貴博
3 北海道 貴志　隆則
4 北海道 今野　秀男
5 北海道 佐藤　尚子
6 北海道 鈴木　淳
7 北海道 高橋　高功
8 北海道 多喜　晋晃
9 北海道 日月　智美
10 北海道 本間　仁
11 北海道 諸留　嘉治
12 青森 中谷　正博
13 青森 三浦　勇孝
14 青森 高橋　昌孝
15 岩手 吉田　亮介
16 岩手 菅原　章次
17 岩手 吉田　実
18 岩手 澤村　守
19 岩手 和野　正章
20 岩手 柏崎　一男
21 岩手 平　義春
22 山形 佐藤　貴子
23 山形 古頭　寛之
24 山形 早坂　謙一
25 山形 伊藤　賢一
26 福島 東条　理英子
27 福島 平野　智
28 福島 菊地　良明
29 福島 宇内　和
30 福島 三瓶　幸子
31 茨城 久保田　稔
32 茨城 森永　裕幸
33 茨城 菊地　清
34 栃木 小西　好利
35 栃木 三森　友洋
36 栃木 上野　文雄
37 群馬 梅沢　努
38 群馬 林　雅俊
39 埼玉 堀内　知幸
40 埼玉 森本　剛
41 千葉 後藤　裕仁
42 東京 常安　俊宏
43 東京 佐瀬　秀幸
44 東京 日向　照高
45 東京 浅沼　健一
46 東京 安田　浩之
47 東京 河野　雅至
48 東京 安住　修
49 東京 牧野　邦彦
50 神奈川 栗原　崇
51 神奈川 吉田　俊史
52 神奈川 大田　えり子
53 神奈川 福井　伸治
54 神奈川 廣田　元邦
55 神奈川 前田　徹浩



56 神奈川 古川　義尚
57 新潟 石橋　正巳
58 新潟 小紫　勝則
59 新潟 宮腰　政一
60 新潟 小林　徹
61 新潟 廣井　学
62 新潟 佐藤　祐子
63 新潟 村山　浩行
64 新潟 前田　和志
65 新潟 高橋　浩平
66 新潟 南雲　真樹
67 新潟 米山　鉄兵
68 新潟 池田　幸作
69 新潟 北原　智博
70 山梨 小林　裕一
71 山梨 三井　常通
72 長野 野村　龍雄
73 長野 宮崎　智樹
74 長野 小山　一成
75 長野 市川　滝谷
76 長野 小山　悟史
77 長野 山口　浩一
78 長野 由井　洋平
79 岐阜 上井　雅史
80 愛知 三浦　欣也
81 愛知 田畑　浩弥
82 愛知 川村　健
83 滋賀 沢田　悟
84 滋賀 松原　司郎
85 大阪 藤岡　史剛
86 兵庫 金本　和喜
87 兵庫 田中　藤夫
88 兵庫 飯田　徹
89 兵庫 中野　友浩
90 兵庫 安岡　護
91 鳥取 持田　功一
92 島根 柿田　一真
93 岡山 名越　淑郎
94 岡山 前田　勝志
95 広島 神原　良三
96 広島 桒原　富雄
97 広島 日笠　多恵
98 山口 和田　真樹
99 徳島 佐川　博郁
100 香川 合田　武司
101 愛媛 岡田　晶博
102 愛媛 渡部　洋人
103 愛媛 大西　篤志
104 高知 柚村　誠
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