
ＩＶＶ回数記録認定 2014.4.4～2014.5.30 

４０３名  

 

8400 回【北海道】登坂秀照  

6600 回【東京都】山本迪  

5600 回【愛知県】須田正治  

5500 回【北海道】髙平芳男  

4400 回【北海道】渡辺観寿  

3900 回【京都府】中井力 【大阪府】長尾重彦  

3800 回【埼玉県】土屋隆一【京都府】髙原一男  

3200 回【神奈川県】藤原信夫  

3000 回【京都府】山本信一  

2900 回【神奈川県】有田康二【京都府】東禎治【大阪府】中山廣泰【兵庫県】杉本

和郎  

2700 回【神奈川県】一條光江 一條満男【大阪府】品川雄次  

2600 回【北海道】大島千代【埼玉県】堀口友勝【神奈川県】田口喜美【愛知県】岩

山正【大阪府】羽田勲  

2500 回【北海道】小笠原敏  

2400 回【神奈川県】山崎恭夫  

2300 回【北海道】伊藤麗子  

2200 回【千葉県】久保田義貞【神奈川県】船橋力博【大阪府】堀元秀馬 堀元美千

江【岡山県】蓮岡勉  

2100 回【神奈川県】菊池則雄  

2000 回【北海道】今田誠【東京都】田村ちえ子【神奈川県】斉藤正明 松井重欣【愛

知県】山本益子  

1900 回【埼玉県】秋元金之助 小澤国彦【千葉県】本幸一【東京都】中村博  

【静岡県】飯塚弘夫  

1800 回【茨城県】金田孝男【栃木県】嶋津正明【埼玉県】木村友之【千葉県】大内

惣之亟【神奈川県】河内俊子【愛知県】鬼頭弘行 吉雄稔【京都府】重本治  

1700 回【埼玉県】嶋村豊一【東京都】赤津信男【神奈川県】佐々木進 福田一美【愛

知県】中村悦朗【奈良県】林全男【佐賀県】大坪正人  

1600 回【栃木県】平井勝雄【埼玉県】川村幸作【神奈川県】西澤久裕 八十川迪夫

【静岡県】露原郁子【大阪府】岡本享祐【兵庫県】泥里美  

1500 回【茨城県】柚木泰二【埼玉県】宇田川貞夫【東京都】小林憲一【神奈川県】

飯島美代子 江頭潔 岡野克彦 藤田和子【愛知県】柴本保之【広島県】佐々邦男

1400 回【埼玉県】気境猛雄 鈴木聖万【千葉県】山中誼【東京都】藤野勝利【神奈

川県】市川貢【京都府】小林司郎【大阪府】大野弘雄 渡辺恵子  

1300 回【千葉県】柳田秀雄【東京都】北平皎 齋藤三千代 平塚きぬ 村島秀和【神

奈川県】斉藤定男 鈴木哲夫 立花正幸 藤井誠 村澤国宏【京都府】野村祉郎【大

阪府】池田義温 小林一博【兵庫県】岩田正次  



1200 回【東京都】大久保忠則 山本博【神奈川県】春原隆之 土屋ミナ【大阪府】

前田鉦夫  

1100 回【宮城県】鈴木一四二【埼玉県】森本幸次 森本義枝【東京都】黒田満男【神

奈川県】土屋武【京都府】豊田輝子 中井喜久子【岡山県】福田貢【徳島県】佐々

木紗智子【香川県】氏家優  

1000 回【群馬県】阿久津好英【神奈川県】大貫敏行 鈴木英夫【大阪府】近藤昭次 

佐藤延治【兵庫県】北田栄二【奈良県】田伏啓蔵  

900 回【埼玉県】鈴木アイ 西片雅子【千葉県】澤田真知子 中村明弘【東京都】杉

山清【神奈川県】飯塚孝哉 伊東強 畠山栄子 森博【静岡県】鈴木和江【京都府】

岩佐輝彦 東稔広【大阪府】谷口隆【兵庫県】田中孝雄【奈良県】西部正夫【岡山

県】宮西稔【熊本県】野澤秀夫  

800 回【北海道】早川典子【岩手県】音石康一【福島県】増田陽二【群馬県】桜井し

げみ【埼玉県】大森陽子 加藤榮一【千葉県】合田昌子【東京都】横山輝男【神奈

川県】岩下トミ 中村英男 弥勒寺裕【愛知県】宇佐美朋子【兵庫県】田宮猛【岡

山県】西谷梅三  

700 回【宮城県】飯島喜一郎【秋田県】縄田屋達彦【福島県】小野城子【埼玉県】気

境志津子 杉山和穗 鈴木誠治【千葉県】蝦名正 髙城護 武部信二 中林毅【東

京都】植木繁 山本重之【神奈川県】厨川純一 陶山佐【岐阜県】堀高久【愛知県】

伊奈正勝 柴田政利【京都府】林重則【大阪府】阿部昇次 田中忠昭 平田良雄【島

根県】吉原弘次  

600 回【岩手県】髙橋順子【宮城県】佐藤忠 手塚みき子 山賀秀郎【福島県】北部

房子 八巻完二 渡辺忠男【茨城県】大山妙子【栃木県】新井健次【埼玉県】辰巳

利雄【東京都】大嶋敏晴【神奈川県】池田不二子 西口均【大阪府】大野義男 辰

己玲子【愛媛県】橋本邦彦【福岡県】田中満  

500 回【北海道】紺野晃一【秋田県】米川悦子【福島県】加藤俊一 坂本勝弘 滝田

政喜 三浦正彦 八幡礼子【茨城県】田中義正【栃木県】佐藤公孝 芝崎陽一【埼

玉県】大沢正【福井県】田辺信次 津谷洋司【静岡県】八谷毅【愛知県】松原覚【滋

賀県】浦上弘雄【奈良県】西村城一【岡山県】前川初美【福岡県】小嶋誠一 山下

雅弘【大分県】安部寿兼  

400 回【北海道】安達松千代 加藤美子【福島県】富岡末子【埼玉県】伊藤次郎【千

葉県】石井純一 滝口佐記 武田定男 野村三雄【東京都】中山直巳【神奈川県】

川合久嗣 瀬口いく子【石川県】中西幸子 宮西留雄【愛知県】板垣哲夫 井上剛

【大阪府】青木文雄 橋本規久子【兵庫県】上中武【福岡県】古賀愛紹 牟田捷子

【大分県】板倉春二  

300 回【北海道】平井文雄【岩手県】峰川英利【宮城県】佐々木義光【福島県】鈴木

悦子【茨城県】上妻多美子【埼玉県】秋山裕之 及川峰子 大石極【千葉県】江嶋

美枝子 浪川政一【東京都】安食和憲【神奈川県】秋山信博 鈴木八重子 中村正

彦 松本淳 山田憲治【石川県】大田則子 塩野礼子【静岡県】鈴木敦 服部博美

【愛知県】市川清美 加藤登【滋賀県】清水洋司【京都府】栢木隆三【大阪府】押

川晃三 小西勝 渡辺憲二【兵庫県】安部浩三 本間康介【鳥取県】山本勝彦【福



岡県】岡村周太郎 小嶋圭子 立石正男  

200 回【北海道】長尾恵子 浜口晴子 牧野成雄【山形県】佐藤栄市【福島県】加藤

美代子 管文雄 賀澤美代子 鈴木花子 橋本栄光【茨城県】大部佳彦 岡山桂子 

佐藤睦子 光田礼子【埼玉県】青山芳実 寺西善一 根岸雅子【東京都】片山雅子 

渡邉實【神奈川県】梅﨑淳次 加藤正美 佐藤弘志 為田政昭 久富雄二 藤村治 

松田義久 山田純子 吉岡和彦【石川県】清水徳典 橋本美智代【福井県】西出す

み子【岐阜県】青木武司【静岡県】高柳容子 橋ヶ谷芳枝【愛知県】松田優子【滋

賀県】江上斉浩 吉村正【京都府】小河美奈子 武田隆夫【大阪府】岡田昇【奈良

県】竹田勝彦【和歌山県】富山利通【岡山県】景山理子  

100 回【北海道】伊庭仁【宮城県】渋谷京子 中居康史【茨城県】峯岸英子 渡辺昭

知【群馬県】相場孝司【埼玉県】安斎則夫 井上堅史 清水信一 惣明保江 茅根

九十九 室井勝二【千葉県】石川アツ子 大西正純 上條夏生 近藤光次 鈴木和

子 能間英作 増田賢 増田富子【東京都】加藤讓嗣 鈴木優子 宮岡昭光 森莞

【神奈川県】赤間廣 斎藤悦男 佐藤瑞男 田中祥造 早坂克巳 三浦忠男 綿貫

勝市【石川県】岩川武 神保輝雄 西田さよ子【愛知県】杉本巌 中本勝利【京都

府】齋藤たか子 〆田幸作 進藤治道 前田陽子【大阪府】岡田恵美子 清水治 杉

山義治 凬 R 冨隆司 福田英雄【奈良県】的場輝夫 吉田勝輔【広島県】清水武喜

【福岡県】石井尚之  

30 回【北海道】赤塚直己 岡田康照 黒川真知子 村西俊男【岩手県】赤川周平 佐々

木華子【福島県】石井チヨミ 石井典子 小笹たか子 小笹正 後藤治之 徳山明

雄 橋本栄子【茨城県】市川来久江 市川重好 中島照子【埼玉県】岡野潤子 諏

訪喜子 千葉信 布村育男【千葉県】川村茂 武田明 友成信子 村田芳雄【東京

都】池田紀道 大上由紀子 坂詰美実子 南智 南恵【神奈川県】池上征男 伊藤

進 上野清助 坂本勉 坂本ミヨ子 佐竹恵美子【富山県】黒崎光夫 高瀬孝行【石

川県】大谷勝 田中義広【福井県】高崎隆 三好義廣【滋賀県】池田勲【京都府】

奥川勲 三重剛【大阪府】松原せつ子【兵庫県】横山弘【山口県】幸坂洋子【佐賀

県】中村ヒロ子 中村フヂ子【不明】谷田川義雄  


