
RLA資格認定者（2022年4月7日現在） 340名

登録番号 登録者氏名 登録番号 登録者氏名 登録番号 登録者氏名

00005 中根 史郎 00235 近藤 範和 00379 星野 新治

00011 藤江 哲也 00242 上野 一平 00380 渡邉 典夫

00027 日野 誠次 00243 福留 正雄 00382 齊藤 晴計

00038 関西 剛康 00245 河嶋 道子 00394 松尾 剛志

00039 杉本 亨 00246 吉武 宗平 00402 山野 秀規

00048 光益 尚登 00247 平賀 達也 00408 渡邊 いづみ

00059 石村 敏哉 00248 手塚 一雅 00409 田井 洋子

00066 栗原 国男 00256 金 正和 00415 石原 裕子

00073 上野 裕治 00260 鈴木 裕治 00416 篠澤 勝

00075 渡邉 浩 00262 鈴木 康平 00419 齋藤 求

00100 小川 総一郎 00265 波多野 芳紀 00420 佐藤 和夫

00106 三谷 徹 00267 小池 孝幸 00422 秋山 貴久

00109 春田 章博 00269 杉井 昌勝 00425 福本 志濃夫

00112 金子 隆行 00270 阿部 勉 00426 小松 良朗

00113 吉村 純一 00284 小田邉 統一 00427 八色 宏昌

00116 奥村 玄 00299 西山 秀俊 00435 大林 万里江

00117 宮本 五月夫 00301 野口 健一郎 00443 太田 啓介

00122 村井 壽夫 00312 篠沢 健太 00446 福田 恵

00126 神宮 孝 00318 植田 直樹 00447 永石 貴之

00142 山本 富雄 00319 村上 恒久 00452 後藤 逸成

00160 加藤 修 00321 松尾 教徳 00453 髙橋 宏宗

00161 秋山 寛 00323 古川 信一 00454 加藤 貴子

00162 長谷川 浩己 00325 狩谷 達之 00455 宇戸 睦雄

00165 塚原 道夫 00328 横川 洋也 00457 高木 雅行

00166 戸田 知佐 00331 加藤 茂男 00458 矢吹 克美

00168 奥野 勇 00339 山﨑 正代 00462 大武 一伯

00175 前島 久美子 00344 渡邊 篤 00465 田口 ちはる

00186 菅 博嗣 00350 室賀 泰二 00466 高井 裕朗

00203 峰岸 久雄 00354 宮川 忠之 00469 大川 彩子

00213 守屋 実 00355 西山 精德 00471 髙橋 彩

00215 坪倉 淳 00357 堀川 朗彦 00474 新妻 仁

00219 竹田 和真 00358 四戸 香織 00476 中原 雄一郎

00222 三田 武史 00363 霜田 亮祐 00478 喜屋武 忍

00228 田嶋 豊 00366 津久井 敦士 00482 相原 健一郎

00231 中村 伸之 00368 松岡 大祐 00484 多田 学

00232 小坂 健一郎 00375 城水 麻衣子 00486 鈴木 良



登録番号 登録者氏名 登録番号 登録者氏名 登録番号 登録者氏名

00490 上野 翔平 00596 金香 昌治 00699 柳原 博史

00492 水野 一実 00597 原 行宏 00700 大杉 哲哉

00497 岸 孝 00602 井出 太亮 00701 酒井 裕司

00499 中川 雅永 00606 扇 輝久 00702 六辻 葉月

00502 渡辺 高史 00608 中田 雅弘 00703 鈴木 一平

00504 保 清人 00609 本村 嘉邦 00704 鈴木 博

00508 勝野 靖弘 00613 林 一則 00705 石川 典貴

00509 大木 一 00622 鈴木 理恵子 00706 安西 一憲

00511 高林 則之 00626 武田 重昭 00710 西口 かおり

00514 西山 穏 00631 水本 陽平 00712 神宮寺 清

00515 伊藤 純一 00634 林 賢明 00713 芳澤 利明

00516 松橋 佳奈子 00635 宮城 俊作 00715 高橋 佳祐

00517 大野 暁彦 00638 田下 祐多 00716 川崎 鉄平

00518 浅田 英司 00639 勝見 直人 00718 鵜飼 麻子

00519 鈴木 健史 00640 石戸 幸夫 00719 鈴木 綾

00527 新田 知生 00642 野間 慎司 00722 橋本 明浩

00528 石井 秀幸 00644 井上 僚平 00728 石井 佑介

00529 石井 亜木子 00646 山田 武 00730 松本 乃里子

00535 小林 俊明 00648 則竹 登志恵 00733 羽田 泰章

00536 宮城 春則 00653 澁谷 雄一郎 00736 菅井 義太郎

00549 樋口 豊 00654 森元 真実 00740 平山 友子

00550 キルマン 菜々子 00657 矢作 岳 00742 山本 浩介

00553 中村 智子 00658 鳥山 早穂 00743 平田 朋子

00555 野村 はな 00659 松田 敦 00745 小林 亮太

00557 片木 孝子 00660 生田 美菜子 00746 漆原 俊之

00562 荘田 隆久 00662 吉田 葵 00747 渡邊 美緒

00563 本田 奈緒子 00669 白瀬 裕一 00748 相澤 友里恵

00564 岡本 順子 00672 水谷 省三 00749 三浦 隆

00567 堀田 陽子 00673 永井 英樹 00750 下林 昌三

00569 岡島 秀子 00675 阿部 浩之 00751 白井 勝敏

00572 高橋 宏樹 00678 大塚 政雄 00752 金子 貴史

00576 金清 典広 00679 野村 敦 00753 稲垣 優

00583 浅井 広巳 00681 金田 貴史 00754 髙橋 大樹

00584 飯田 哲徳 00683 佐々木 一 00755 曽根 みずき

00585 内田 芳広 00684 土田 健一 00756 鎌田 正典

00590 西山 大吾 00685 石井 祥子 00757 佐藤 俊義

00594 都田 乙 00688 須藤 伸孝 00758 中根 行宏

00595 都田 文 00692 長崎 裕子 00759 大山 奈津美



登録番号 登録者氏名 登録番号 登録者氏名 登録番号 登録者氏名

00760 白石 欣也 00799 本多 裕紀 00837 西 大輔

00761 田中 順己 00800 吉村 晶子 00838 菊谷 隆

00762 金 睿麟 00801 田丸 真菜 00839 長谷川 眞美子

00763 番場 幸広 00802 山田 裕貴 00840 平地 隆仁

00764 潮上 大輔 00803 黒田 健 00841 西垣 和真

00765 前田 賢一 00804 秋田 悠 00842 澁江 章子

00766 松前 和史 00805 鈴本 麻由美 00843 藤原 正明

00767 亀谷 一郎 00806 平島 悠里菜 00844 大貫 真樹

00768 三島 由樹 00807 山本 彩 00845 渡邊 幸太

00769 河合 勇樹 00808 藤田 一 00846 髙橋 靖一郎

00770 嶋村 仁 00809 石崎 智貴 00847 平井 達也

00771 森 麻衣子 00810 矢田 陽介 00848 徳 直哉

00772 仲川 岳人 00811 張 立 00849 中条 瑛子

00773 多田 祥子 00812 小川 芳朗 00850 池田 恵理

00774 小川 匡 00813 王 軍 00851 久保田 貴大

00775 井上 大弥 00814 浜野 恒二 00852 小林 正人

00776 山口 あいみ 00815 山口 裕之 00853 ZHANG HUANTING

00777 本田 亮吾 00816 松本 識史 00854 前田 奈都子

00778 WANG YUTING 00817 黒坂 俊樹 00855 山口 綾乃

00779 今林 敬晶 00818 紀伊國 友紀 00856 松尾 健吾

00780 勝山 禎彦 00819 仁科 力蔵 00857 居場 英則

00781 松永 圭司 00820 小林 毅美 00858 高田 厚

00782 加倉井 聖子 00821 髙田 裕市 00859 仁井谷 健

00783 仁井谷 萌 00822 宮原 敏樹 00860 松井 牧子

00784 郝 升偉 00823 向山 雅之 00861 丹部 一隆

00785 河西 徹 00824 坂口 翔 00862 清田 早織

00786 澤井 真理子 00825 八尋 俊太郎 00863 清水 一史

00787 藤野 菜々恵 00826 二宮 尚広 00864 與猶 久恵

00788 古川 淳也 00827 荻野 茉由佳 00865 矢野 麻衣子

00789 前田 智代 00828 木村 博志 00866 井上 陽水

00790 佐藤 宣之 00829 幡 知也 00867 丹野 麗子

00792 山﨑 英成 00830 田端 誠子 00868 白土 晃一

00793 QUE WEIYI 00831 山田 匡 00869 大嶋 陽子

00794 中尾 友紀 00832 稲垣 英樹 00870 鈴木 寛人

00795 萩野 一彦 00833 大嶋 聡 00871 林 将廣

00796 杉山 茂樹 00834 西辻 俊明 00872 坂本 幹生

00797 丸山 英幸 00835 板垣 範彦 00874 福田 洋子

00798 津田 主税 00836 小林 祐太 00875 吉井 信人



登録番号 登録者氏名

00876 吉田 里枝

00877 松岡 史展

00878 山崎 ひかり

00879 小野 光則


