
ＩＶＶ回数記録認定 2014.10.3～2014.11.28 

３８７名  

 

8000 回【神奈川県】船渡川輝夫  

5800 回【愛知県】須田正治  

5600 回【埼玉県】柴崎久光  

4700 回【神奈川県】柄澤啓万  

4500 回【神奈川県】渡部末吉  

4300 回【神奈川県】森塚高彦  

4200 回【大阪府】長尾重彦  

4100 回【埼玉県】宮良徹一  

4000 回【京都府】髙原一男  

3900 回【埼玉県】土屋隆一  

3700 回【東京都】金沢一男  

3600 回【大阪府】直田進一  

3500 回【埼玉県】佐藤慶昭  

3200 回【神奈川県】大枝浩之  

3100 回【京都府】山本信一【兵庫県】松本勉  

3000 回【埼玉県】長澤康英【千葉県】渋田清利 山田一晄  

2900 回【神奈川県】木浦澄雄  

2800 回【愛知県】須田百合子  

2700 回【埼玉県】鈴木修司  

2600 回【栃木県】塩田正男【神奈川県】山口淳一【愛知県】八手亦洋和  

2500 回【埼玉県】間所啓一郎【大阪府】陰山洋祐  

2300 回【神奈川県】船橋力博【大阪府】原克信 堀元秀馬 堀元美千江【和歌山県】

松山豊  

2200 回【神奈川県】矢田カズ子  

2100 回【福島県】菊田孝夫【埼玉県】小澤国彦 小堺重夫【千葉県】田辺洋一 吉

澤忠良【東京都】渡部時子【神奈川県】永島泰彦【大阪府】真野寿美代  

2000 回【埼玉県】吉田光治【東京都】中村博【神奈川県】大濱郁子 横内靖夫【愛

知県】吉田邦彦【大阪府】佐藤克巳 佐藤和華子  

1900 回【神奈川県】河内俊子【大阪府】中口良二 三井宗武【兵庫県】板坂忠雄【奈

良県】中浦佳雄  

1800 回【埼玉県】風見昇【大阪府】山田常勝【佐賀県】大坪正人  

1700 回【千葉県】木内弘子【東京都】盛俊子【大阪府】岡本享祐 中村武夫【兵庫

県】時枝正治  

1600 回【北海道】河田アイ子【秋田県】佐々木政雄【埼玉県】風見美智子【大阪府】

桑野修一【兵庫県】大崎八重子【広島県】佐々邦男  

1500 回【千葉県】山田美津枝【東京都】長島浩一 光安達夫【神奈川県】岡村茂【京

都府】小林司郎  



1400 回【北海道】中村賢三【秋田県】伊藤百郎【福島県】高橋朝幸【埼玉県】巴節

子【千葉県】亘順一【神奈川県】斉藤定男【大阪府】前田鉦夫【兵庫県】岩田正次 

公賀政俊 鍋倉浩一郎  

1300 回【埼玉県】加藤和江【千葉県】中山弘【東京都】河野恒子 倉田誠 依田清

志【神奈川県】織本正己【京都府】中西茂【大阪府】荒川満 齊藤博司 庄島新【兵

庫県】島中勝彦 船見尚弘  

1200 回【福島県】大野貞子【埼玉県】松本泰子【千葉県】太田好美 行木秀明【東

京都】十文字則子 和﨑悦子 和地正美【神奈川県】麻中武幸 榊原克世 永塚正

博【京都府】豊田輝子【大阪府】高野昌弘 馬場勝利【奈良県】田伏啓蔵【岡山県】

白神忍  

1100 回【秋田県】工藤次郎【福島県】佐藤昭八【埼玉県】小泉弘子【千葉県】石若

隆志 斉藤尚夫 山田四郎【東京都】田中正之【神奈川県】荒木土美子 岩下昭政 

金子裕治 清水達哉【京都府】岩佐輝彦 西岡節子  

1000 回【福島県】安田昭南【埼玉県】大島秀夫 高橋巳次雄 成田紀子【千葉県】

野々宮知子 矢田貝君子【東京都】谷岡和臣 久松喬 山口茂安【神奈川県】岩下

陽子 管毛昌勝 斉藤信良 直井良二【岐阜県】山下善孝【京都府】木村富子【大

阪府】石田肇 岩本恵【兵庫県】音田陽一【熊本県】野澤秀夫  

900 回【北海道】佐々木隆【岩手県】音石康一 佐々木節子 佐々木皓雄【埼玉県】

澤野良子【神奈川県】高橋政行 樋渡佑三郎 南敦史 弥勒寺裕【愛知県】小幡忠

司【京都府】川田文雄【奈良県】太田泰生  

800 回【北海道】富山憲一【福島県】八巻完二【埼玉県】斉藤軍一【東京都】長谷ふ

み江【神奈川県】今井信夫 来栖康夫 小磯隆 堀内一男 渡辺晃【愛知県】西部

透【京都府】東祥子【大阪府】阿部昇次 山崎佐幸 渡辺良一【兵庫県】大橋郷人

【奈良県】金木久和  

700 回【岩手県】阿部サキ 鈴木文子【宮城県】山賀秀郎【福島県】大和田行一 面

川昌子 田村耐子【埼玉県】石井達夫 石嶋静一 高田雅史 服部豊司 早川宣子

【千葉県】坪田博善【神奈川県】新見宏 森俊雄【愛知県】稲田三千代【京都府】

赤松治【大阪府】北口利保 高橋健治【奈良県】川田清司【熊本県】 村静子  

600 回【北海道】荒君江【宮城県】板橋信夫【福島県】大和田禮子 坂本勝弘【茨城

県】降旗紀子【千葉県】遠藤次男 関一【神奈川県】白崎清萬 鈴木貞宏【京都府】

和田孝【大阪府】西田元昭【福岡県】山下雅弘  

500 回【北海道】岸本淳一【岩手県】渡辺渉之進【宮城県】今野勝【秋田県】羽生千

鶴子【福島県】山崎朱実【茨城県】山元一郎【埼玉県】岩崎広守 岩崎真里 加藤

日出男【千葉県】伊藤博 佐藤安子【神奈川県】瀬口いく子 前田信六 三木みち

子【愛知県】荻原幹文 松原とき子【京都府】竹中明【大阪府】宇野宣隆  

400 回【北海道】中川良助【岩手県】小松トシ 斎藤隆子 佐々木和子 村井敬一 村

井恵子【福島県】柳沼紀吉【埼玉県】稲葉龍子【東京都】池田徹 木津法子 浜田

稔子【神奈川県】藤川公治【静岡県】杉田和男【愛知県】桜井雅一【京都府】池宮

明男【大阪府】池畑浩一【兵庫県】友藤郁子 渡辺和子【岡山県】塩飽良三 右田

淳【広島県】河原達雄 竹本慧信  



300 回【北海道】佐々木純一 田中和久【山形県】佐藤榮市【福島県】森内弘子 森

内嘉一【茨城県】栗田守 高梨武男 中嶋茂男 光田悟  渡辺敏夫【栃木県】喜多

健一郎【群馬県】中野正英【埼玉県】髙田征治 山口仁一【千葉県】平丸秋子 八

木昌紀【神奈川県】川名一男 倉持洋子 小島清隆 為田政昭 吉岡和彦【新潟県】

梁取裕【石川県】永井久喜【静岡県】秋山久一郎 益邑勲【愛知県】小宮英二【滋

賀県】秋場献夫【京都府】岩本幸雄【大阪府】岡田昇 本田幸美 本田章恵【兵庫

県】志賀蓮子【和歌山県】山下忠孝【大分県】播磨貞雄 播磨ミユキ  

200 回【北海道】飯田淳一 長家富雄【岩手県】小原トヨ 高橋博【宮城県】鈴木栄

喜【茨城県】大部はつ江 神林剛 座間美紀子 堀野正勝【埼玉県】揚妻憲一 島

﨑國彦 三ツ木良夫【千葉県】藤原和子【東京都】泉山雅弘 伊藤哲也【神奈川県】

岡本礼子 奥俊治 黒田敏 矢野正美【石川県】表勝雄 村中孝子【山梨県】鈴木

博【愛知県】荻原恵美子【大阪府】浅菜晃則 鈴木啓子 鈴木茂和 坪倉誉枝子 伸

澤忠明 樋上初次【兵庫県】山口大介【奈良県】吉田至子【和歌山県】向井拓海  

100 回【北海道】遠藤久美江【岩手県】千田宇多子【福島県】加茂栄一 橋本正 服

部晃【茨城県】一色常夫 割ヶ谷小夜子【栃木県】山口まき子【埼玉県】古川正昭 

柳田孝一【東京都】土井隆司 宗像健一【神奈川県】雑賀好治 細野久義 八百板

勝榮  山川晃【福井県】今井正美 森谷利規【岐阜県】石原晃子【愛知県】澤田元

司【滋賀県】辻幸治郎 米島玲代【京都府】四宮祥至 松本久夫 山田文夫【大阪

府】松原せつ子【兵庫県】上田誠子 土屋伸【鳥取県】奥村直美 奥村登【福岡県】

冨永和子 冨永善樹  

30 回【北海道】江川正子【青森県】古賀正人【岩手県】及川伊代子 及川義也【宮

城県】佐々木隆男【福島県】玉木ヨイ 渡辺洋子【茨城県】礒崎和実  小野寺孝市 

木村澄江【群馬県】天野昭義【埼玉県】岡弘 鎌田好美 川合智久 髙橋和典【東

京都】石原一美 田沼三代子 土田好雄 平山信介【神奈川県】大橋育子 小宮透 

小宮浩子 斎藤伸子 八百板キミ子【富山県】林芳子 松井敏夫【石川県】乾小枝

子 高崎美知子 中條剛 西村三郎 広野正芳 明正昇【愛知県】西崎徹【滋賀県】

前田好恵【京都府】大槻隆彦【大阪府】中川彰 成瀬曻一【兵庫県】表暖久【奈良

県】天正綾子 細野勝明【広島県】栗田伸治【福岡県】甲斐田るり 原美保 原口

直美【熊本県】黒川一也 匂坂きよ子 匂坂正久  


