ＩＶＶ回数記録認定
４１５名

2013.2.1〜2013.4.2

7700 回【北海道】登坂秀照
5400 回【神奈川県】寺田昌弘
5000 回【愛知県】須田正治
4900 回【埼玉県】柴崎久光
4700 回【北海道】髙平芳男
4200 回【神奈川県】柄澤啓万
3900 回【埼玉県】福田重義【神奈川県】渡部末吉
3800 回【栃木県】岸國次
3800 回【神奈川県】森塚高彦
3500 回【埼玉県】土屋隆一【京都府】髙原一男【大阪府】上田俊浩
3400 回【神奈川県】竹越宏二 柳澤正吉
3300 回【神奈川県】高橋征夫
3200 回【大阪府】長尾重彦
3100 回【千葉県】齋藤信一【大阪府】直田進一
2900 回【埼玉県】佐藤慶昭【東京都】金沢一男【兵庫県】鈴木正芳
2700 回【北海道】鈴木彪
2600 回【京都府】藤田幸蔵【兵庫県】杉本和郎
2500 回【埼玉県】福田貴之【京都府】東禎治
2400 回【東京都】小野良治【愛知県】須田百合子
2300 回【茨城県】澤田勲
2200 回【神奈川県】凌木祝子【大阪府】桐村義昭
2100 回【埼玉県】木下仁【大阪府】陰山洋祐
2000 回【埼玉県】宇佐美薫【神奈川県】斉藤郁子【愛知県】鶴田和則【大阪府】清水行雄
1900 回【埼玉県】小堺重夫【千葉県】三枝輝夫【神奈川県】菊池則雄【大阪府】堀元秀馬 堀
元美千江
1800 回【埼玉県】中村紘【東京都】渡部時子【岐阜県】渡邊幸雄【大阪府】高橋立夫 高橋千
恵子 林功【岡山県】蓮岡勉
1700 回【埼玉県】中尾満 溝尻伸孝【神奈川県】新富静夫【愛知県】鈴木和子 鈴木茂【大阪
府】浜比嘉恒雄
1600 回【秋田県】大川功【埼玉県】蛭田典男【東京都】内田康雄【神奈川県】高木達雄 平野
勇【静岡県】飯塚弘夫【愛知県】橋本正子【京都府】杉山弘【大阪府】三井宗武
1500 回【埼玉県】大塚久【神奈川県】青山朋治 榎本武【大阪府】松田的子
1400 回【茨城県】金田孝男【東京都】赤津信男 北川文三 鈴木栄二郎【神奈川県】芦澤節子
藤原勉【愛知県】中村悦朗【大阪府】伊藤邦雄
1300 回【岩手県】舞草光政【栃木県】平井勝雄【千葉県】田中隆英【東京都】野中健蔵【神奈
川県】塩野入正
知恵子

高島康修【愛知県】柴本保之【大阪府】酒井良造

辰巳好邦【兵庫県】天野

1200 回【北海道】山川友枝【秋田県】伊藤百郎【埼玉県】宇田川貞夫【千葉県】大熊繁夫【東
京都】宇田川秀雄 北平皎 高田庄一 田村ちえ子 村島秀和【神奈川県】安藤ヒロミ 石川
明子 大村勝躬 村山勲【大阪府】大野弘雄 神谷良彰【兵庫県】八木大四郎【福岡県】田中
駿光
1100 回【栃木県】佐山美智男【埼玉県】谷山哲男 森島康武【千葉県】柳田秀雄【東京都】倉
田誠【神奈川県】石文義美 斉藤定男 高柳司郎 村沢国宏【京都府】小林司郎【大阪府】渡
辺恵子【兵庫県】鍋倉浩一郎
1000 回【北海道】植田光春【宮城県】柏倉洋子【秋田県】米川貢【埼玉県】遠藤喜代 木村正
吉【千葉県】松原英一【東京都】鈴木亨 山本博【神奈川県】島元昭雄 鈴木哲夫 春原隆之
土屋とし子 早川武夫 松田俊夫 三田正則【京都府】服部正一【大阪府】高野昌弘 高橋清
田中三恵子【兵庫県】廣中澄男
900 回【福島県】木村光男 斉藤秀雄【栃木県】須田敏夫 中治義博【埼玉県】香山二三
子 鈴木合子【千葉県】石若隆志 河合浩一 日名子敏夫【神奈川県】小針博 町田ヤス
コ【大阪府】荒川満 窪田至宏 孝橋健夫
800 回【岩手県】櫻井恵子【福島県】鈴木俊彦【千葉県】嶋田祐輔 中村明弘【東京都】本多
英夫 吉田清次郎【神奈川県】青木譲 鈴木英夫 西川冶男【京都府】藤田徹【大阪府】前田
鉦夫【兵庫県】板坂忠雄 江指一 島中勝彦 船見尚弘
700 回【福島県】後藤弥生 永谷圭子【茨城県】高島三樹子【埼玉県】阪田耕一【東京都】中
野貞三【神奈川県】高井勉 松谷孝子 吉田輝夫【愛知県】宇佐美朋子 小幡忠司【滋賀県】
中根正之【京都府】岩佐輝彦 東祥子【大阪府】山内忠繁 山崎克也【兵庫県】前田耕作【岡
山県】白神忍【香川県】糸瀬孝芳 氏家優【熊本県】野澤秀夫
600 回【岩手県】佐藤良子【宮城県】飯島喜一郎【茨城県】高島晃【栃木県】亀山美津子【埼
玉県】梅田武夫 大森陽子 梶田金作 早川宣子 宮本幸子【千葉県】髙城護 中林毅【東京
都】十文字則子【神奈川県】上田隆子 奥村邦子 露木照久 露木淑枝 松本角二 森俊雄【岐
阜県】河合秀俊【愛知県】須賀為一 中條栄子 舟橋隆子【大阪府】高木善雄 南波正忠 山
崎佐幸【兵庫県】北田栄二【奈良県】太田泰生
500 回【岩手県】千田静子【福島県】面川昌子 高木幸一 樋口タミ子 安田昭南【茨城県】
久保和一 齋藤紘【群馬県】高木照雅【埼玉県】永井信一【千葉県】岡村勝 神原節子 吉竹
覚【東京都】木鉛馨 佐藤信一 鈴木利和【神奈川県】陶山佐 新見宏 古瀬紀久雄 弥勒寺
裕 渡辺晃【石川県】太田一三【静岡県】佐藤勝美【滋賀県】池本千幸【大阪府】赤穂英二 居
出信子【奈良県】金木久和 川田清司【島根県】吉原弘次【岡山県】西谷梅三【佐賀県】土井
政子
400 回【福島県】穂苅久直【茨城県】大山妙子【埼玉県】岩本光生 宮本一彦 向田守男【東
京都】岩元喜久次【神奈川県】長田忠信 山田仁【滋賀県】前田宏【京都府】川田文雄【大阪
府】石井正明 鳥井順子 山口勝司【広島県】狩野和明【香川県】西村敏夫【福岡県】荷宮昭
雄
300 回【北海道】加藤美子【秋田県】富樫幸江【福島県】鈴木恭子【茨城県】根本茂【群馬県】
高田津世子【千葉県】岡田和久【神奈川県】長田博子 鈴木貴美子 松川昭【富山県】奥野榮
【大阪府】高橋健治【広島県】谷本操【福岡県】田中知子 山崎紀枝
200 回【北海道】熊崎慶子【宮城県】飯島千恵子【福島県】中山新 八巻完二

山本順雄【茨

城県】上妻多美子 武田勲 中嶋茂男【群馬県】鹿嶋敏 中野正英【埼玉県】小名猛 加藤敏
郎 清川和文 中村勝博【千葉県】浅野正義 浅野美菜子 伊藤勝介 山本利美【東京都】補
永洪三【神奈川県】秋山信博 奥山秀則 栗林一雄 高田泰【石川県】多田和美【福井県】安
井国玉【愛知県】小澤信夫 加藤登【京都府】大屋征三 高田博次 水口利一【大阪府】奥内
弘志 小西勝 福島良和 的場信一郎【香川県】山花一夫【福岡県】松井耕一【大分県】高瀬
房江 高瀬義英【宮崎県】日吉絹代
100 回【北海道】中村裕美子 吉田文子【岩手県】菅原博【福島県】大木初江 木村強志 橋
本栄光【茨城県】菅野谷千惠子 長山茂 山淵謙二【埼玉県】渡辺寿晴【千葉県】軍地恒四郎
小島道子 高瀬亘泰 滝本悠紀子 東和男【東京都】赤岩興一 山本剛【神奈川県】川名一男
鈴木治 鈴木将夫 根本宗治 皆川慶二郎 横木康夫【石川県】竹田てる子【愛知県】荻原恵
美子【京都府】小河美奈子 武田説子 田中みつ子 保海栄子 山田英二【大阪府】田中昭六
丸川義弘【兵庫県】加藤忠男 中西寛【岡山県】大戸重喜 景山政英 福鹿章市 四方春己【広
島県】古田哲也【山口県】渡辺妙子【福岡県】古藤正人 城本義次【熊本県】竹内すず子【宮
崎県】高橋磨智代 藤井保
30 回【北海道】佐竹幸子 佐竹昭城 滝波正司 永井薫【岩手県】小岩幸一【福島県】清尾幸
子 渡辺正子【茨城県】田口和子【群馬県】津久井篤 八藤後勝【埼玉県】白石和子【千葉県】
飯島忠彦 五十嵐信雄 上杉ふじ子 大峡裕子 笠羽直美 樋田文子 古里愛子 村山節子
室井哲成 山本ともえ 吉松宏国 和田隆夫【東京都】石川栄 藤保惟通 宗像健一 本橋明
夫【神奈川県】上条明子 高原展 田中祥造 星崎貞夫 三澤英夫【石川県】荒木勲【福井県】
石塚一雄 石塚万里子【滋賀県】竹本良雄【京都府】好川朋子【大阪府】赤木一蔵 天野孝一
井上則彦 織田利仁 川﨑正枝 高須務 橋本規久子 花房博美 星照明 本田浩久【兵庫県】
細川昭夫【奈良県】仁科和子【広島県】久保眞実【香川県】山花孝子【福岡県】谷本正見 和
田章仕【佐賀県】樺島知秀 椛島道子 樺島美都子【宮崎県】小八重香代 野村紀久子 渡辺
康利

