ＩＶＶ回数記録認定 2012.11.30〜2013.1.31
４６３名

7600 回【北海道】登坂秀照
6100 回【東京都】山本迪
4900 回【愛知県】須田正治
4600 回【北海道】髙平芳男
4000 回【神奈川県】谷利昭
3700 回【北海道】渡辺観寿【栃木県】岸國次
3500 回【京都府】中井力
3100 回【大阪府】市吉道則
2800 回【神奈川県】藤原信夫【兵庫県】鈴木正芳 松本勉 森本章
2600 回【北海道】鈴木彪【大阪府】中山廣泰
2500 回【千葉県】山田一晄【神奈川県】石黒清
2400 回【北海道】小笠原敏【神奈川県】木浦澄雄
2300 回【北海道】大島千代【栃木県】堀江満【大阪府】浅田武
2200 回【茨城県】澤田勲
2100 回【栃木県】塩田正男【埼玉県】加藤恭三 鈴木修司【神奈川県】篠原和雄【愛知県】間
瀬英秋 三島房夫【大阪府】近藤博 羽田勲
2000 回【北海道】桂忠男【愛知県】八手亦洋和【大阪府】田中浩三
1900 回【埼玉県】宇佐美薫【千葉県】渋田清利【神奈川県】西野泰行【京都府】林明【大阪府】
清水行雄 平野二三男
1800 回【埼玉県】福島龍太郎【神奈川県】大沼宏次郎 松井重欣【大阪府】原克信
1700 回【埼玉県】中島茂則【神奈川県】中野なか子【岐阜県】渡邊幸雄【愛知県】清水孝男【岡
山県】蓮岡勉
1600 回【神奈川県】菅野憲治 武田浩 馬場弘之
1500 回【栃木県】嶋津正明【埼玉県】丸田誠【東京都】木賀英一 黒木透【愛知県】吉雄稔【京
都府】重本治【大阪府】神谷英文【岡山県】藤原嘉正
1400 回【東京都】小島敏誠 露原郁子【神奈川県】福田一美【京都府】乾恒子【大阪府】平秋
久 松田的子【兵庫県】寺岡靖美【奈良県】林全男
1300 回【福島県】小貫文男【埼玉県】嶋村トミ子【千葉県】小関重美【神奈川県】大島弘 鈴
木幸子【大阪府】岡本享祐 佐藤克巳 佐藤和華子【兵庫県】丸山富夫【奈良県】中浦佳雄
1200 回【栃木県】富田忠嗣【東京都】石川俊満 小林憲一 室野滋【神奈川県】黒江知 坂元
嗣夫 坪井利晴【大阪府】藤本欣司【兵庫県】辻井美智子
1100 回【栃木県】豊田和子【群馬県】猪野國芳【埼玉県】大宮多恵子 西嶌紘一【東京都】浅
見ヨシ子 坂本博【神奈川県】岡村茂 中村けい子【静岡県】渡辺かね子 渡辺捷司【三重県】
廣垣正治【大阪府】土肥一郎【兵庫県】岩田正次 尾道政江【広島県】伊藤利彦 佐々邦男

1000 回【北海道】新関英男【宮城県】熊谷弘【秋田県】佐藤作一【福島県】高木敏子【千葉県】
東勝也 中山弘 山田四郎【東京都】奥村純【神奈川県】荒木土美子 市川貢 高森不二夫 広
田志郎【愛知県】岩田美智恵 久野和彦【三重県】安岡徹【京都府】小林司郎 田島忠夫【大
阪府】大澤清 大槻進 桑野修一 中口良二 渡辺恵子【兵庫県】井之口幸弘
900 回【岩手県】田村善三郎【埼玉県】樋口満雄【千葉県】斉藤尚夫【東京都】石川敏康 中
尾勇【神奈川県】織本正己 島元昭雄 久末博子【大阪府】浅野泰政 石井満 桂木忠鋭
800 回【秋田県】工藤次郎【茨城県】林義治【埼玉県】大島秀夫 多比羅進三 山中初江【千
葉県】海保金造【東京都】板垣修一 金崎馨子 山口茂安 和崎悦子【神奈川県】高橋政行 寺
澤常賀 渡辺三樹雄【静岡県】鈴木和江【京都府】豊田輝子【大阪府】行徳彰 駒澤照夫 馬
場多津子 深井恒雄【岡山県】福田貢
700 回【岩手県】音石康一 佐々木皓雄【福島県】江尻一善 大野勲 大野貞子 佐久山守夫
藁谷 【栃木県】岩渕正吾【群馬県】桜井しげみ【埼玉県】小棚木魁 澤野良子 細渕ミサ子
【東京都】坂本和美 佐藤幸治郎 横山輝男【神奈川県】石川勝 岩下トミ 榊原克世 永塚
正博【静岡県】安達勉【京都府】青陰千代 高岡清文【大阪府】佐藤延治 前田鉦夫【兵庫県】
板坂忠雄 住吉正光
600 回【北海道】周佐初代【岩手県】佐々木千代子【宮城県】鈴木一四二【福島県】根本久子
【茨城県】門井兵二 古川代大【群馬県】中島久佳 萩原喬【埼玉県】鈴木偉之 八木英士【千
葉県】蜂屋芳男【東京都】石川雅子 石丸照美 小林滋子 松井とみい【神奈川県】石田幸子
今井信夫 桜井純二 本間吉三郎 水島功 吉田明【愛知県】熊澤博高【大阪府】今岡隆 北
出雄二郎 成川博文【兵庫県】大橋郷人 管恒光【福岡県】千々和洋
500 回【福島県】小野正 渡辺忠男【栃木県】岩渕タカ【埼玉県】服部豊司【千葉県】廣石眞
一【東京都】佐野直子 千葉勝義 細木二郎 和地正美【神奈川県】小塚四寿 駒川稔 富岡
良夫【静岡県】中野いすず【愛知県】柴田英子【滋賀県】石田宣幸【京都府】赤松治【大阪府】
岩本恵 墨哲夫 立山榮三【兵庫県】加藤洋一 小前勝年 箭吹征一【奈良県】田伏啓蔵【広
島県】浜西孝征【福岡県】前田春美 吉田辰雄【佐賀県】中垣マツエ
400 回【岩手県】佐藤満枝【秋田県】米川悦子【福島県】三浦正彦【茨城県】大山寿志 加藤
洋子 田中義正 二ノ倉久子 渡辺千春【群馬県】宮﨑ヤト【埼玉県】木村靖正【千葉県】内
海高好 大橋宣彦 小野剛生【東京都】植木進 大崎進 笠原主行 川原木雅勝 小山吉弘【神
奈川県】岡本幸三 君島由浩 世良哲之【静岡県】厚木敏男【愛知県】海藤要 藤原辰夫【滋
賀県】橋本克之【大阪府】阿部昇次【兵庫県】杉本勝美【広島県】長崎謙二【福岡県】進藤忠
義
300 回【北海道】桑谷惠之【岩手県】岩崎古登子【秋田県】加藤良子 小林絹子【茨城県】布
施茂【埼玉県】稲葉龍子 大越寿治 高橋昌生 坂内雅之 渡辺佳起【千葉県】石井信次 伊
藤博 遠藤次男 岡田淳平【東京都】小川敏郎 山下直子 吉村和俊【神奈川県】秋山博 岩
村栄二 菅野静子 詫摩義久 広井重雄【愛知県】鈴木光治【滋賀県】喜田祐進 志村里士 松
浦正和【京都府】池宮明男 高岡順子 高橋忠【大阪府】石崎征雄 中村隆一【奈良県】清水
勲 谷口英一郎【広島県】河原達雄 竹本慧信【福岡県】丸尾敏朗

200 回【岩手県】大内隆【山形県】阿部安夫【福島県】鈴木康郎 高坂芳信 本間美智子 吉
田昌子【茨城県】高丸幸子 光田悟 村松直克始【栃木県】稲葉匡治【群馬県】平野邦江【埼
玉県】辰巳利雄【千葉県】小濱度子 竹渕房夫【東京都】石井克昌 塩崎耀久 高木登 芳川
雅信【神奈川県】鈴木博子 冨永健 真壁成一 山川昭 渡辺正俊【石川県】大田則子【静岡
県】小澤恵美子【三重県】小西恒代【京都府】大西隆一 城第かおる【大阪府】大西真人 醤
野政博 谷口進 本田直二 山内悟【兵庫県】高本信夫【奈良県】井川正光【山口県】菊間穣
【香川県】神余典夫【福岡県】小嶋圭子 成重百世 政近由美子 牟田毅
100 回【北海道】川瀬忍 千葉昌代【岩手県】野崎好治【宮城県】木村喜代子【福島県】丸山
孝子 吉田隆【茨城県】大部はつ江 佐藤睦子【埼玉県】川守田けい子【千葉県】小梶和男 根
本昭 松澤登【東京都】石田陽子 久保重弘 藤瀬和彦 村瀬望【神奈川県】秋山信博 蟹谷
篤一 川合久嗣 玉井教江 中村正彦 番場紘一 渡辺孝雄【石川県】表勝雄 徳井昇【福井
県】末本喜代二【岐阜県】美頭正利【静岡県】古地薫 杉村正男【愛知県】高田鎮子【滋賀県】
江上斉浩 志村洋【京都府】河野純子【大阪府】石崎吉郎 中澤博 弘重忠【兵庫県】長谷隆
司 室崎千冬【奈良県】鈴木和英 横田治子 横田浩【岡山県】金谷忠良【広島県】蔵田誠【山
口県】實安篤【福岡県】神崎勝利【熊本県】草原千尋
30 回【北海道】伊庭仁 高橋幸子 松下瞳子【宮城県】渋谷京子 鈴木昇 中居康史【山形県】
佐藤栄市【福島県】阿部悟 加藤美代子 橋本正【茨城県】稲生則子 高梨武男 富田里美 幡
谷勝義 深谷ケイ子 渡辺昭知【栃木県】庄司猛夫 長山正弘 長山洋子【埼玉県】安斎則夫
井上堅史 小林昭彦 前海哲夫 武井恒雄 宮倉勝枝【千葉県】大森哲郎 小林護 佐藤成子
日野高俊【東京都】鈴木純子 平田正徳【神奈川県】岩田光生 梶ヶ谷道則 菅原潔 橋本達
夫 松本博子【富山県】中川明 綿谷えり子 綿谷日秘【石川県】高瀬啓介 中谷芳美【愛知
県】市川清美 神埼覚生 佐々木麗子【滋賀県】小森かづ江 小森俊雄【京都府】北川幸枝 山
田文夫【大阪府】石井宇乃 大江宏司 岡崎勉 川上輝芳 里見久美子 松尾憲二 森本修司
山下光蔵 山本華【兵庫県】天野正彦 鎌松澄男 鎌松美幸 斉藤功一 高川圭子 福隅徹【奈
良県】畝山政男 大崎正夫 陶浪明 西尾麻恵 矢追弦一【和歌山県】柏木みどり【香川県】
桑田勝司 溝渕隆司【福岡県】石井尚之【佐賀県】寺崎涼子

