ＩＶＶ回数記録認定 2012.9.29〜11.29
４２３名
7500 回【北海道】登坂秀照
6000 回【東京都】山本迪
5200 回【神奈川県】寺田昌弘
4800 回【愛知県】須田正治
4500 回【北海道】髙平芳男
4300 回【神奈川県】小山巍
3900 回【北海道】谷口重治【神奈川県】会津嘉則
3800 回【神奈川県】渡部末吉
3600 回【栃木県】岸國次
3400 回【千葉県】代見大三郎【京都府】髙原一男
3300 回【東京都】松澤竹夫
3000 回【大阪府】直田進一 長尾重彦
2900 回【埼玉県】岡本昭義
2800 回【埼玉県】佐藤慶昭【神奈川県】大枝浩之【大阪府】山下弘志
2600 回【京都府】山本信一
2500 回【北海道】齋藤雍郎 鈴木彪【埼玉県】鈴木昌夫【東京都】末松建比古【神奈川県】一
條光江 一條満男【兵庫県】杉本和郎
2400 回【埼玉県】福田貴之【京都府】東禎治
2300 回【北海道】小笠原敏【埼玉県】堀口友勝【東京都】横井邦夫【愛知県】須田百合子【京
都府】辻国光
2200 回【北海道】伊藤麗子【大阪府】品川雄次
2100 回【茨城県】澤田勲【神奈川県】山崎恭夫【大阪府】大西亮象
2000 回【栃木県】塩田正男【埼玉県】鈴木修司【神奈川県】神宮廣一【愛知県】間瀬英秋【大
阪府】羽田勲
1900 回【千葉県】合間昭【愛知県】金谷加代子
1800 回【大阪府】堀元秀馬 堀元美千江
1700 回【北海道】今田誠【埼玉県】中村紘【千葉県】本幸一【東京都】渡部時子【神奈川県】
斉藤正明 原田幹子 山田貴士【大阪府】木村嘉利 高橋立夫 高橋千恵子
1600 回【千葉県】木内弘子 筒井寿一【神奈川県】矢田カズ子【岐阜県】渡邊幸雄【愛知県】
鈴木和子 鈴木茂【大阪府】山田常勝
1500 回【埼玉県】市川英雄【神奈川県】大橋祥男 小野聰 河内俊子 富矢勲美 原田由秋【愛
知県】福田千恵子 吉田邦彦【京都府】杉山弘
1400 回【北海道】藤田節子【埼玉県】小澤国彦【東京都】及川實【神奈川県】矢田正義【愛知
県】鬼頭弘行 橋本正子【大阪府】神谷英文 嶋一郎【兵庫県】泥里美

1300 回【茨城県】金田孝男 柚木泰二【埼玉県】池田敏之 三谷得起 和田貞雄【東京都】赤
津信男【神奈川県】田中守【大阪府】伊藤邦雄 中村武夫【兵庫県】大崎八重子 寺岡靖美【佐
賀県】大坪正人
1200 回【福島県】鈴木光則【栃木県】栗原よね子 平井勝雄【埼玉県】阿部光佑 石井一喜 近
藤國雄 南木博実【東京都】青柳雄二【神奈川県】江頭潔【大阪府】大久保忠明【兵庫県】中
田満雄
1100 回【宮城県】三塚光子【埼玉県】宇田川貞夫 巴節子【千葉県】相良栄三【東京都】近藤
光紀 深山雅司【神奈川県】井上光男 大村勝躬 立花正幸 馬場豊乃 村田雅子 村山勲
1000 回【埼玉県】粕谷光男 須田啓介 長原允【神奈川県】新堀喜光 土屋武 土屋ミナ 藤
井誠 村沢国宏【愛知県】大橋準一【京都府】林久司【大阪府】浦野元伸【兵庫県】岡田文子
【徳島県】佐々木紗智子
900 回【北海道】永江美智子【福島県】佐藤靖子 高橋朝幸【埼玉県】遠藤喜代【千葉県】藤
代晃一 南孝【東京都】久松喬【神奈川県】麻中武幸 金子裕治 斉藤信良 清水達哉 高田
雄三 田島弘直 千葉多美雄【大阪府】大澤清 高橋清 馬場勝利
800 回【岩手県】増田光宣【宮城県】柏倉徳雄【福島県】木村光男【群馬県】細堀和枝【埼玉
県】猪野勝男 小川友吉 鈴木アイ 成田紀子【千葉県】熊野欣司 日名子敏夫【東京都】左
右木紘二【神奈川県】伊東強 鈴木和夫 春原隆之 永田文夫 福富睦子 町田ヤスコ 松本
秀夫【大阪府】小林昇
700 回【北海道】小松正見【岩手県】佐藤陽子 樋口保守【福島県】鈴木俊彦【茨城県】深見
博【群馬県】塚田弘利【埼玉県】阿部信二 加藤榮一 西片雅子【千葉県】鈴木悦子 西村文
雄 矢田貝君子【神奈川県】飯野文夫 大貫敏行 管毛昌勝 下池義治 高橋美津子 田中澄
子 西川冶男【山梨県】有井ゑがほ【愛知県】今村桂三 加藤たか子【大阪府】近藤昭次【兵
庫県】定兼妙子 島中勝彦 船見尚弘
600 回【岩手県】櫻井新太郎【茨城県】三城健一【埼玉県】石嶋静一 野口忠男【千葉県】武
藤捷子【東京都】富田徳蔵 山本重之【神奈川県】小磯隆 小林昭一 中山昇 樋渡佑三郎【石
川県】津沢修【岐阜県】堀高久【愛知県】小林正二【京都府】岩佐輝彦 斉藤康夫 中井喜久
子 中島誠一【大阪府】宇都四男 前田鉦夫【兵庫県】板坂忠雄 田宮猛【奈良県】薮下隆志
【岡山県】白神忍
500 回【北海道】富山憲一 村田祐子【岩手県】及川千富【茨城県】楠茂【群馬県】宮﨑松夫
【埼玉県】坂井昌司 佐々木幸男 曽我純一 高橋巳次雄 藤村眞昭 村田勝正【千葉県】河
野雅人【東京都】奥田隆 唐澤眞 見目和久 田中三代司【愛知県】中條栄子【大阪府】辰己
玲子 藤巻幸二 横井志津子【兵庫県】北田栄二【広島県】今田未智昭 永田正巳【福岡県】
安藤武治
400 回【北海道】酒井杜枝【秋田県】小名敏【福島県】伊藤美子 鈴木カネ子 三浦キヌ 安
田昭南【茨城県】間下彰【栃木県】新井健次【埼玉県】奥田盛二 村田潔【千葉県】柴田契 水
田洋子【東京都】平野好範【愛知県】水野伸弘 向井澄雄【大阪府】谷中俊之【兵庫県】泉紋
子【奈良県】田伏啓蔵

300 回【北海道】石川文夫 上田英隆 西村みどり【岩手県】中山富夫【宮城県】戎谷誠【福
島県】千坂幸敏【茨城県】大山妙子 降旗紀子【群馬県】大野茂子【埼玉県】志村輝二 長瀬
光男【千葉県】武田定男 武藤茂【東京都】鈴木恒也 原闘者【神奈川県】手塚昌子【愛知県】
高坂まり子【京都府】伊本哲造 川田文雄 佐久間安彦 森康一 山田郁子 和田孝【大阪府】
青木文雄 宇野宣隆 掛田健二 菅彭彦 古川和子【奈良県】山本康子【広島県】山路恵美子
【福岡県】古賀愛紹 長義道 渡辺英機【佐賀県】久富晃【大分県】板倉春二
200 回【岩手県】小田島恵子 瀬川誠【秋田県】長澤美恵子【山形県】三浦邦子【福島県】新
井健一郎【栃木県】及川千枝子 篠崎克江 篠崎泉一郎【埼玉県】岡安照男【千葉県】中尾数
広 中尾美智子【東京都】上山伸二 濱矢博 三渡すみれ 三渡百合子【神奈川県】入江孝史
大塚和夫 佐藤長栄 得能功 長尾祥子 西川宏 湊典子【石川県】橋本吉昭【愛知県】倉橋

良【徳島県】東條幸子【愛媛県】金橋清市【福岡県】井上睦子【不明】山本與四郎
100 回【北海道】平井文雄【岩手県】阿部みさ子 桜井康雄 佐藤幸子【秋田県】田中秀子【福
島県】佐久間信 佐野栄子 支倉康稀【茨城県】内堀義郎 佐藤邦彦 日野しづ江【栃木県】
芳賀修子【群馬県】飯塚孝【埼玉県】関輝好【千葉県】丸山弘子【東京都】牛山茂 高橋咲恵
高橋亨【神奈川県】楓康夫 瀬口いく子 高野六男 松田義久 望月光雄【石川県】徳田アサ
ノ【福井県】齋藤彰孝 福岡祐一【静岡県】大庭盛夫【京都府】岩本幸雄 森義昭 渡敏行 渡
みち子【大阪府】北浦桂治 福島良和【奈良県】竹田勝彦 吉田至子【島根県】足立幸二 鐘
推修一【福岡県】嶋原正孝 宝蔵寺昭【熊本県】中崎則幸【大分県】河野亮市
30 回【北海道】宇佐美勝哉 日下部洋子 佐々木美千代 高橋淳二 高橋八重子 山口喜美夫
【青森県】小田原良三【岩手県】千葉恵子【宮城県】中澤充【福島県】菱沼光雄 星藤男 星
洋子【茨城県】安澤順子 菅野谷千惠子 須藤剛司【栃木県】山口まき子【埼玉県】信太芳美
恒木正信 室井勝二【千葉県】河本悦 小梶和男 鈴木和子 柳田和子【東京都】大塚耕作 川
内基裕 小早川賀信 豊藤潤二 豊藤洋子 細井正利 森下久雄【神奈川県】稲崎和行 稲崎
輝子 黒田敏 林道彦 皆川慶二郎 吉野須美子【石川県】川端外幸【岐阜県】伊藤金八【愛
知県】井上義則 濱田美枝子【京都府】伊東正光 小河美奈子 古山忠男 松本久夫【大阪府】
穐田宏 市原福恵 中谷学 福田英雄 松本久保【兵庫県】福岡秀昭 三木善博【岡山県】田
中克司【山口県】脇本清【香川県】山蔦正志【佐賀県】安達幸男

