
平成30年度基礎研修受講修了者一覧

*四つの基礎研修必須項目のすべてを受講し、HP掲載について承諾した会員の方のみ

地　　区 受講日 受講修了者名 地　　区 受講日 受講修了者名 地　　区 受講日 受講修了者名
北海道 H30.10.20 矢口　敦久 北海道 H30.10.20 田西　亨 北海道 H30.10.20 柳　清二

北海道 H30.10.20 小西  亮 北海道 H30.10.20 青木　秀志 北海道 H30.10.20 佐藤　泰祥

北海道 H30.10.20 渕田　泰聡

札幌市 H30.11.17 山田　　 尚 札幌市 H30.11.17 堀　　　　稔 札幌市 H30.11.17 渡部　哲也

札幌市 H30.11.17 田村　 　宏 札幌市 H30.11.17 清水　健司 札幌市 H30.11.17 印藤　浩子

札幌市 H30.11.17 高橋　修史 札幌市 H30.11.17 堀井　　 豪 札幌市 H30.11.17 水戸部　功

札幌市 H30.11.17 大川　晋一 札幌市 H30.11.17 吉田　安宏 札幌市 H30.11.17 岡田　州司

札幌市 H30.11.17 平山　泰志 札幌市 H30.11.17 土田　秀將 札幌市 H30.11.17 谷口　芳樹

札幌市 H30.11.17 塚本　晃也 札幌市 H30.11.17 原田　尚也 札幌市 H30.11.17 松村　芳明

札幌市 H30.11.17 辻村　祐一 札幌市 H30.11.17 津元　 　茂 札幌市 H30.11.17 沢田　英一

札幌市 H30.11.17 田村 　　豊

青森県 H30.8.25 遠藤　   寛 青森県 H30.8.25 奥寺     藍 青森県 H30.8.25 福井   昌志

青森県 H30.8.25 澤田　祐也 青森県 H30.8.25 山本     仁 青森県 H30.8.25 山木   昭秀

青森県 H30.8.25 清藤  浩之 青森県 H30.8.25 川村  郁子 青森県 H30.8.25 工藤   淳治

青森県 H30.8.25 依光  高志 青森県 H30.8.25 齋藤 雅則 青森県 H30.8.25 千代谷良子

青森県 H31.2.7 児玉  丹奈

岩手県 H31.2.7 山田  雅男

秋田県 H30.9.9 佐藤　泰朗 秋田県 H30.9.9 佐藤　浩 秋田県 H30.9.9 畠山　桂郎

秋田県 H30.9.9 河田　輝彦 秋田県 H30.9.9 山下　貴史 秋田県 H30.9.9 松野　才

秋田県 H30.9.9 芳賀　芳人 秋田県 H30.9.9 昆　博巳 秋田県 H30.9.9 秋野　一尚

秋田県 H30.9.9 吉川　昌博 秋田県 H30.9.9 米沢　輝男

宮城県 H30.4.21 佐々木　英夫 宮城県 H30.4.21 森　茂樹 宮城県 H30.4.21 佐藤　峻

宮城県 H30.4.21 小野寺　研二 宮城県 H30.4.21 今野　正道 宮城県 H30.4.21 佐々木　祐子

宮城県 H30.4.21 丹野　一郎 宮城県 H30.4.21 菅原　はる子 宮城県 H30.4.21 酒井　信

宮城県 H30.4.21 長田　純一 宮城県 H30.4.21 佐藤　清 宮城県 H30.4.21 江俣　和代

宮城県 H30.4.21 吉中　久 宮城県 H30.4.21 駒形　守俊 宮城県 H30.4.21 山形　光孝

宮城県 H30.4.21 臼井　昭雄 宮城県 H30.4.21 松崎　宏明 宮城県 H30.4.21 浅沼　勝

宮城県 H30.4.21 小野　正美 宮城県 H30.4.21 髙橋　潤也 宮城県 H30.4.21 阿部　清一郎

宮城県 H30.4.21 三浦　啓伸 宮城県 H30.4.21 田岡　法一 宮城県 H30.4.21 石川　和史

宮城県 H30.4.21 荘司　伸樹 宮城県 H30.4.21 三浦　浩輝 宮城県 H30.4.21 佐藤　晶

宮城県 H30.4.21 木島　美砂 宮城県 H30.4.21 吉村　昌樹 宮城県 H30.4.21 平 田　政嗣

宮城県 H30.4.21 太田　有美 宮城県 H30.4.21 塚本　満志 宮城県 H30.4.21 桑島 修悦

宮城県 H30.4.21 今野　賢克 宮城県 H30.4.21 菊地　博生 宮城県 H30.4.21 平　剛

宮城県 H30.4.21 大久保　禎宏 宮城県 H30.4.21 野田　武正 宮城県 H30.4.21 佐々木　善夫

宮城県 H30.4.21 岩渕　淳二 宮城県 H30.4.21 末永　美代子 宮城県 H30.4.21 五十嵐　隆

茨城県 H31.3.31 北見　英理 茨城県 H31.3.31 野上　俊雄 茨城県 H31.3.31 青砥　聖二

茨城県 H31.3.31 白土　みゆき 茨城県 H31.3.31 野上　雄一 茨城県 H31.3.31 椎名　和郎

茨城県 H31.3.31 綱川　健一 茨城県 H31.3.31 阿部　吉晴 茨城県 H31.3.31 田﨑　良生

茨城県 H31.3.31 高柳　辰美 茨城県 H31.3.31 中川　威 茨城県 H31.3.31 千葉　順一

茨城県 H31.3.31 飯田　晋介 茨城県 H31.3.31 丸島　佳世子 茨城県 H31.3.31 髙木　幸江

茨城県 H31.3.31 比企　利枝子 茨城県 H31.3.31 片桐　武美 茨城県 H31.3.31 海老原　一芳

茨城県 H31.3.31 上濱　正 茨城県 H31.3.31 森永　和男 茨城県 H31.3.31 渡辺　大郎

茨城県 H31.3.31 原田　和弥 茨城県 H31.3.31 加藤　昌裕
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群馬県 H31.2.7 小川  清一 群馬県 H31.2.7 蟻川  篤則 群馬県 H31.2.7 金子  成則

群馬県 H31.2.7 斉藤  章久 群馬県 H31.2.20 小林　司 群馬県 H31.2.20 中島正光

群馬県 H31.2.20 阿久津　智 群馬県 H31.2.20 小林哲也 群馬県 H31.2.20 野尻和弘

群馬県 H31.2.20 飯野裕文 群馬県 H31.2.20 坂爪　慎太郎 群馬県 H31.2.20 野田正幸

群馬県 H31.2.20 大塚　眞太郎 群馬県 H31.2.20 笹井隆博 群馬県 H31.2.20 福田純一

群馬県 H31.2.20 笠間　進 群馬県 H31.2.20 下山將文 群馬県 H31.2.20 星野浩之

群馬県 H31.2.20 加藤孝一 群馬県 H31.2.20 下山雅通 群馬県 H31.2.20 増山剛義

群馬県 H31.2.20 加藤　努 群馬県 H31.2.20 須永光司 群馬県 H31.2.20 松本晴幸

群馬県 H31.2.20 金子孝和 群馬県 H31.2.20 須永　實 群馬県 H31.2.20 三丸潔

群馬県 H31.2.20 金子浩之 群馬県 H31.2.20 須永　亨 群馬県 H31.2.20 森島　愛一郎

群馬県 H31.2.20 北川　隆 群馬県 H31.2.20 髙木茂樹 群馬県 H31.2.20 守田裕啓

群馬県 H31.2.20 久保恭一 群馬県 H31.2.20 髙木正道 群馬県 H31.2.20 鎗田清明

群馬県 H31.2.20 小林　正 群馬県 H31.2.20 田沼孝栄 群馬県 H31.2.20 小川清一

群馬県 H31.2.20 渡邊　潤

千葉県 H31.2.21 芦田　雄二郎 千葉県 H31.2.21 岸本美幸 千葉県 H31.2.21 関本聖美

千葉県 H31.2.21 磯野　圭二郎 千葉県 H31.2.21 久保木　智之 千葉県 H31.2.21 西村　悠

千葉県 H31.2.21 大塚孝也 千葉県 H31.2.21 坂野雅巳 千葉県 H31.2.21 宮本正郎

千葉県 H31.2.21 小川卓也 千葉県 H31.2.21 佐久間　尚志 千葉県 H31.2.21 渡邉洋次

千葉県 H31.2.21 加納　博 千葉県 H31.2.21 佐野　健太郎

埼玉県 H30.11.18 小峰　万里子 埼玉県 H30.11.18 大槻  貞加 埼玉県 H30.11.18 木下  照雄

埼玉県 H30.11.18 佐藤　匡 埼玉県 H30.11.18 酒井  啓乃 埼玉県 H30.11.18 茂木  世紀

埼玉県 H30.11.18 中村　修児 埼玉県 H30.11.18 大木  秀晃 埼玉県 H30.11.18 森山  明勲

埼玉県 H30.11.18 伏見　　 清 埼玉県 H30.11.18 岩田  夏彦 埼玉県 H30.11.18 髙田  孝一

埼玉県 H30.11.18 浜脇  康信 埼玉県 H30.11.18 星原  英吉 埼玉県 H30.11.18 幾世橋　崇

埼玉県 H30.11.18 山田   　徹 埼玉県 H30.11.18 田中  　諭 埼玉県 H30.11.18 森井  雅文

埼玉県 H30.11.18 吉武  邦彦 埼玉県 H30.11.18 柴田 省三 埼玉県 H30.11.18 安井  將生

埼玉県 H30.11.18 大谷  義之 埼玉県 H30.11.18 守岩  幹夫 埼玉県 H30.11.18 渡邊  和泉

埼玉県 H30.11.18 栗下  　聡 埼玉県 H30.11.18 佐藤 寿宏 埼玉県 H30.11.18 清水  恵子

埼玉県 H30.11.18 坂下　かやの 埼玉県 H30.11.18 筒井 秀多 埼玉県 H30.11.18 島田　聡

埼玉県 H30.11.18 宮子   雄士 埼玉県 H30.11.18 澤田 尚也 埼玉県 H30.11.18 西山  督子

埼玉県 H30.11.18 山岡　豊 埼玉県 H30.11.18 桝井 　亨 埼玉県 H30.11.18 岡光  史洋

埼玉県 H30.11.18 氏家  俊明 埼玉県 H30.11.18 増野 光彦 埼玉県 H30.11.18 新美  敬太

埼玉県 H30.11.18 本庄   　力 埼玉県 H30.11.18 田中 健之 埼玉県 H30.11.18 栗山  誠紀

埼玉県 H30.11.18 北畠  哲郎 埼玉県 H30.11.18 内田 守紀 埼玉県 H30.11.18 平井  直樹

埼玉県 H31.2.7 葭田  敏之

東京都 H31.2.7 長沼善美 東京都 H31.2.7 安藤文郎 東京都 H31.2.7 越後　清

東京都 H31.2.7 鹿野久代 東京都 H31.2.7 金沢紘史 東京都 H31.2.7 澤田有里

東京都 H31.2.7 林　大悟 東京都 H31.2.7 石川祥一 東京都 H31.2.7 増田英一

東京都 H31.2.7 大沼勝宏 東京都 H31.2.7 目々澤　雅子 東京都 H31.2.7 久保雅幸

東京都 H31.2.7 田中拓久 東京都 H31.2.7 遠藤善孝 東京都 H31.2.7 中澤　敏

東京都 H31.2.7 遠藤隆一 東京都 H31.2.7 髙野律子 東京都 H31.2.7 山口弘之

東京都 H31.2.7 細越隆夫 東京都 H31.2.7 寒河江　孝 東京都 H31.2.7 池原　洸

東京都 H31.2.7 林　崇偉 東京都 H31.2.7 関根賢司 東京都 H31.2.7 池下佳子

東京都 H31.2.7 北村晃一 東京都 H31.2.7 鯉沼　哉 東京都 H31.2.7 阿部頼子

東京都 H31.2.7 半藤有視 東京都 H31.2.7 高　大松 東京都 H31.2.7 嶋田聡美

東京都 H31.2.7 松田　潤 東京都 H31.2.7 川上利浩 東京都 H31.2.7 原口孝之
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東京都 H31.2.7 奥脇正純 東京都 H31.2.7 河田裕夫 東京都 H31.2.7 加藤　淳

東京都 H31.2.7 橋村威慶 東京都 H31.2.7 磯部　豊 東京都 H31.2.7 二宮健司

東京都 H31.2.7 北方一郎 東京都 H31.2.7 市川　豊 東京都 H31.2.7 古川篤治

東京都 H31.2.7 小野寺　美香子 東京都 H31.2.7 大竹　環 東京都 H31.2.7 山形武史

東京都 H31.2.7 宮本素子 東京都 H31.2.7 河野倫毅 東京都 H31.2.7 鈴木　正一郎

東京都 H31.2.7 小林一公 東京都 H31.2.7 北原　新二郎 東京都 H31.2.7 関口賢真

東京都 H31.2.7 酒井克典 東京都 H31.2.7 福留淳一

東京都 H31.3.31 増川司郎 東京都 H31.3.31 出口勝敏 東京都 H31.3.31 米山俊之

東京都 H31.3.31 戸辺　健一朗 東京都 H31.3.31 黒岩　一 東京都 H31.3.31 木嶋直人

東京都 H31.3.31 増川恒幸 東京都 H31.3.31 永井邦彦 東京都 H31.3.31 小林正幸

東京都 H31.3.31 斎藤政一 東京都 H31.3.31 富樫敏夫 東京都 H31.3.31 山田兼司

東京都 H31.3.31 藤岡　久子 東京都 H31.3.31 鳥居深雪 東京都 H31.3.31 塩津二郎

東京都 H31.3.31 由井　樹 東京都 H31.3.31 笹原裕介 東京都 H31.3.31 池田　功

東京都 H31.3.31 大熊活実 東京都 H31.3.31 小濱哲彦 東京都 H31.3.31 高岡　彰

東京都 H31.3.31 酒井俊樹 東京都 H31.3.31 大場博継 東京都 H31.3.31 石塚克己

東京都 H31.3.31 中田裕康 東京都 H31.3.31 倉沢郁男 東京都 H31.3.31 島　秀樹

東京都 H31.3.31 中島　穣 東京都 H31.3.31 望田　等 東京都 H31.3.31 神尾政治

東京都 H31.3.31 山村慎二 東京都 H31.3.31 浜野美幸 東京都 H31.3.31 横田至誠

東京都 H31.3.31 松本　めぐみ 東京都 H31.3.31 大橋美保 東京都 H31.3.31 荒川　仁

東京都 H31.3.31 梅澤宏亘 東京都 H31.3.31 村田正夫 東京都 H31.3.31 高橋晋子

東京都 H31.3.31 田中　隆 東京都 H31.3.31 佐々木　晃子 東京都 H31.3.31 冨田俊哉

東京都 H31.3.31 東　昇一 東京都 H31.3.31 星　啓行 東京都 H31.3.31 山根　良

東京都 H31.3.31 山﨑晃彦 東京都 H31.3.31 矢野圭介 東京都 H31.3.31 呉橋美紀

東京都 H31.3.31 西澤公人 東京都 H31.3.31 山本　洋 東京都 H31.3.31 並木拓也

東京都 H31.3.31 中村浩之 東京都 H31.3.31 塚本信幸 東京都 H31.3.31 林　裕治

東京都 H31.3.31 石川　のり子 東京都 H31.3.31 小池輝明 東京都 H31.3.31 野原行雄

東京都 H31.3.31 倉治　ななえ 東京都 H31.3.31 立花　均 東京都 H31.3.31 星野　哲

神奈川県 H30.4.12 吉澤　　大 神奈川県 H30.4.12 杉山　元一 神奈川県 H30.4.12 馬上　富美男

神奈川県 H30.4.12 宮本　成彦 神奈川県 H30.4.12 山崎　　暁 神奈川県 H30.4.12 堀本　　進

神奈川県 H30.4.12 早川　裕 神奈川県 H30.4.12 植木　美輪子 神奈川県 H30.4.19 有近 徳幸

神奈川県 H30.4.19 猪俣 宗利 神奈川県 H30.4.19 新谷 進一 神奈川県 H30.4.19 出縄 博

神奈川県 H30.4.19 久保田 俊哉 神奈川県 H30.4.19 橋本 房三 神奈川県 H30.4.19 杉山 元彦

神奈川県 H30.4.19 戸田 篤志 神奈川県 H30.4.19 秋山 達郎 神奈川県 H30.4.19 荒井 正博

神奈川県 H30.4.19 二瓶 淳 神奈川県 H30.4.19 小林 修一 神奈川県 H30.4.19 諸星 輝成

神奈川県 H30.4.19 杉崎 新一郎 神奈川県 H30.4.19 細谷 雅彦 神奈川県 H30.4.19 鈴木 康夫

神奈川県 H30.4.19 紺 龍彦 神奈川県 H30.4.19 鈴村 佑子 神奈川県 H30.4.19 小林 順一

神奈川県 H30.4.19 久保田 正治 神奈川県 H30.4.19 郷土 恵久 神奈川県 H30.4.19 今井 俊一

神奈川県 H30.4.19 近藤 公樹 神奈川県 H30.4.19 簑島 勝美 神奈川県 H30.4.19 嶺岸 良太

神奈川県 H30.4.19 簑島 利文 神奈川県 H30.4.19 石津 勉 神奈川県 H30.4.19 露木 秀樹

神奈川県 H30.4.19 小林 通宏 神奈川県 H30.4.19 佐々木 明彦 神奈川県 H30.4.19 伊藤 光雪

神奈川県 H30.4.19 萩原 正明 神奈川県 H30.4.19 松井 宏榮 神奈川県 H30.4.19 井上 裕之

神奈川県 H30.4.19 上田 成男 神奈川県 H30.4.19 高橋 聰子 神奈川県 H30.4.19 亀井 照明

神奈川県 H30.4.19 松本 隆行 神奈川県 H30.4.19 三橋 裕子 神奈川県 H30.4.19 小林 俊夫

神奈川県 H30.4.19 藤江 政幸 神奈川県 H30.4.19 根岸 達郎 神奈川県 H30.4.19 吉野 賢治

神奈川県 H30.4.19 山澤 秀雄 神奈川県 H30.4.19 西 真知子 神奈川県 H30.4.19 川﨑 雄一

神奈川県 H30.4.19 露木 弘幸 神奈川県 H30.4.19 藤谷 雅弘 神奈川県 H30.4.19 松本 文夫

神奈川県 H30.4.19 熊坂 久雄 神奈川県 H30.4.19 吉田 清人 神奈川県 H30.4.19 増井 峰夫

神奈川県 H30.4.19 中戸川 幸弘 神奈川県 H30.4.19 今村 豊 神奈川県 H30.4.19 小川 哲史
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神奈川県 H30.4.19 北田 敏光 神奈川県 H30.4.19 西 耕一 神奈川県 H30.4.19 川瀬 和也

神奈川県 H30.7.21 熱田 直也 神奈川県 H30.7.21 谷本 亨 神奈川県 H30.7.21 三村 直士

神奈川県 H30.7.21 八木 英一 神奈川県 H30.7.21 堀 俊太郎 神奈川県 H30.7.21 井出 行信

神奈川県 H30.7.21 荒井 眞一 神奈川県 H30.7.21 松井 新吾 神奈川県 H30.7.21 西　耕一

神奈川県 H30.7.21 稲川 秀一 神奈川県 H30.7.21 溝上 淳子 神奈川県 H30.7.21 坂井 厚之

神奈川県 H30.7.21 宮村 篤 神奈川県 H30.7.21 玉井 進吾 神奈川県 H30.7.21 齋藤 牧

神奈川県 H30.7.21 小原 裕美 神奈川県 H30.7.21 今井 洋 神奈川県 H30.7.21 西村 耕三

神奈川県 H30.7.21 木村 修 神奈川県 H30.7.21 中川 淳 神奈川県 H30.7.21 新田 次郎

神奈川県 H30.7.21 浜田 俊彦 神奈川県 H30.7.21 藤澤 修一 神奈川県 H30.11.29 安西由充

神奈川県 H30.11.29 市川裕之 神奈川県 H30.11.29 髙橋伸明 神奈川県 H30.11.29 加藤道夫

神奈川県 H30.11.29 遠藤　孝 神奈川県 H30.11.29 瀧本昌宏 神奈川県 H30.11.29 熊坂久雄

神奈川県 H30.11.29 大木克良 神奈川県 H30.11.29 椿　浩明 神奈川県 H30.11.29 松本隆行

神奈川県 H30.11.29 片山　仁 神奈川県 H30.11.29 難波隆夫 神奈川県 H30.11.29 名取俊一

神奈川県 H30.11.29 勝俣浩一 神奈川県 H30.11.29 羽鳥孝郎 神奈川県 H30.11.29 大竹　論

神奈川県 H30.11.29 勝俣直樹 神奈川県 H30.11.29 日比野　修 神奈川県 H30.11.29 岡部琢彌

神奈川県 H30.11.29 加藤雅男 神奈川県 H30.11.29 橋本健司 神奈川県 H30.11.29 金子　勝

神奈川県 H30.11.29 川瀬和也 神奈川県 H30.11.29 平間隆弘 神奈川県 H30.11.29 園田欣也

神奈川県 H30.11.29 河野孝栄 神奈川県 H30.11.29 平間崇弘 神奈川県 H30.11.29 小原孝男

神奈川県 H30.11.29 小清水　一雅 神奈川県 H30.11.29 廣井晶子 神奈川県 H30.11.29 矢島佳子

神奈川県 H30.11.29 古藤茂昭 神奈川県 H30.11.29 松下正典 神奈川県 H30.11.29 中川正治

神奈川県 H30.11.29 小林正路 神奈川県 H30.11.29 山下康子 神奈川県 H30.11.29 佐々木　保博

神奈川県 H30.11.29 佐藤　稔 神奈川県 H30.11.29 髙津大弥 神奈川県 H30.11.29 夏目宗治

神奈川県 H30.11.29 重原祐子 神奈川県 H30.11.29 小佐野　雅貴 神奈川県 H30.11.29 錦織直哉

神奈川県 H30.11.29 杉山　健 神奈川県 H30.11.29 橋口英樹 神奈川県 H31.2.7 葉　紹誠

神奈川県 H30.11.29 鈴木　滋 神奈川県 H30.11.29 川田次郎 神奈川県 H31.2.28 辻村文也

神奈川県 H31.2.28 岩田 　隆 神奈川県 H31.2.28 田村良幸 神奈川県 H31.2.28 北村政昭

神奈川県 H31.2.28 臼井暁昭 神奈川県 H31.2.28 露木善伸 神奈川県 H31.2.28 清田耕造

神奈川県 H31.2.28 内田淳一 神奈川県 H31.2.28 根岸龍一 神奈川県 H31.2.28 佐々木　卓朗

神奈川県 H31.2.28 及川保之 神奈川県 H31.2.28 平野壯明 神奈川県 H31.2.28 清水　崇

神奈川県 H31.2.28 大野真一 神奈川県 H31.2.28 前島洋一 神奈川県 H31.2.28 中島立志

神奈川県 H31.2.28 加藤重直 神奈川県 H31.2.28 三宅裕昭 神奈川県 H31.2.28 新倉良一

神奈川県 H31.2.28 川島吉晴 神奈川県 H31.2.28 井上哲弥 神奈川県 H31.2.28 荻野　幸

神奈川県 H31.2.28 小島栄治 神奈川県 H31.2.28 石倉英治 神奈川県 H31.2.28 萩原　学

神奈川県 H31.2.28 佐々木　三男 神奈川県 H31.2.28 岩田　ジェームス太一 神奈川県 H31.2.28 大平隆博

神奈川県 H31.2.28 渋谷良江 神奈川県 H31.2.28 大塚哲也 神奈川県 H31.2.28 菊池厚志

神奈川県 H31.2.28 島津敦子 神奈川県 H31.2.28 大野友秀 神奈川県 H31.2.28 添田博充

神奈川県 H31.2.28 田代　圭市郎 神奈川県 H31.2.28 小田正彦 神奈川県 H31.2.28 高橋　力

神奈川県 H31.2.28 田中裕介 神奈川県 H31.2.28 鎌田信行 神奈川県 H31.2.28 田村 千鶴子

川崎市 H30.4.12 山口　一美 川崎市 H30.4.12 松本　高順 川崎市 H30.4.12 小林　英樹

川崎市 H30.4.12 田口　智彦 川崎市 H30.4.12 桜井　康一 川崎市 H30.4.12 佐々木　孝幸

川崎市 H30.4.12 林　　壮一 川崎市 H30.4.12 吉岡　慎太郎 川崎市 H30.4.12 髙柴　重幸

川崎市 H30.4.12 蓮池　雅文 川崎市 H30.4.12 川和　篤史 川崎市 H30.4.12 片寄　信子

新潟県 H31.2.7 赤松俊嗣

静岡県 H31.2.7 竹内　純子 静岡県 H31.2.7 松田　美代子 静岡県 H31.2.7 宮城三郎

愛知県 H30.4.5 山田　光宏 愛知県 H30.4.5 稲嶋　義幸 愛知県 H30.4.5 平沼　隆光
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愛知県 H30.4.5 中村　裕一郎 愛知県 H30.4.5 今峰　雄一郎 愛知県 H30.4.5 相武　幸樹

愛知県 H30.4.5 普山田　寛 愛知県 H30.4.5 福井　正人 愛知県 H30.4.5 鳥居　恭

愛知県 H30.4.5 竹田　茂 愛知県 H30.4.5 瀬川　伸広 愛知県 H30.4.5 吉岡　弘二

愛知県 H30.4.5 加藤　教授 愛知県 H30.4.5 伊藤　正人 愛知県 H30.4.5 夫馬　吉啓

愛知県 H30.4.5 今泉　三枝

名古屋市 H30.4.5 橋本　雅範 名古屋市 H30.4.5 鈴木　一 名古屋市 H30.4.5 竹内　紀雄

名古屋市 H30.4.5 伊藤　裕一郎 名古屋市 H30.4.5 吉田　光志 名古屋市 H30.4.5 勝瀬　佐和子

名古屋市 H30.4.5 今枝　康至 名古屋市 H30.4.5 髙橋　拡史

岐阜県 H30.8.30 荒井　孝仁 岐阜県 H30.8.30 恩田　芳郎 岐阜県 H30.8.30 木下　成治

岐阜県 H30.8.30 恩田　眞司 岐阜県 H30.8.30 北原　　誠 岐阜県 H30.8.30 中嶌　誠治

岐阜県 H30.8.30 各務　尚之 岐阜県 H30.8.30 近藤　万知 岐阜県 H30.8.30 堀　　重憲

岐阜県 H30.8.30 祖父江達子 岐阜県 H30.8.30 田中　資康 岐阜県 H30.8.30 横山　雅行

岐阜県 H30.8.30 西村　　悟 岐阜県 H30.8.30 千地　栄作 岐阜県 H30.8.30 高瀬　市將

岐阜県 H30.8.30 松波　一郎 岐阜県 H30.8.30 早川　秀彦 岐阜県 H30.8.30 髙田　陽司

岐阜県 H30.8.30 宮﨑　康雄 岐阜県 H30.8.30 広瀬　　淳 岐阜県 H30.8.30 芥子川雅也

岐阜県 H30.8.30 山田　武志 岐阜県 H30.8.30 尾野　康夫 岐阜県 H30.8.30 天池　雅彦

岐阜県 H30.8.30 五明　俊二 岐阜県 H30.8.30 室　　三之 岐阜県 H30.8.30 井村　正明

岐阜県 H30.8.30 入山　武志 岐阜県 H30.8.30 山口　和史 岐阜県 H30.8.30 加藤　賢也

岐阜県 H30.8.30 渡邉　幹泰 岐阜県 H30.8.30 加藤　雄一 岐阜県 H30.8.30 田口　　頌

岐阜県 H30.8.30 阿部　義和 岐阜県 H30.8.30 酒向　秀明 岐阜県 H30.8.30 宮本　裕昭

岐阜県 H30.8.30 田原　雅樹 岐阜県 H30.8.30 松村　康正 岐阜県 H30.8.30 佐々木晶浩

岐阜県 H30.8.30 近藤　裕之 岐阜県 H30.8.30 小澤　賢一 岐阜県 H30.8.30 町野　　敦

岐阜県 H30.8.30 杉山　勝治 岐阜県 H30.8.30 工藤　康之 岐阜県 H30.8.30 太田　交則

岐阜県 H30.8.30 安藤　邦哉 岐阜県 H30.8.30 岩谷　典生 岐阜県 H30.8.30 佐々木貴浩

岐阜県 H30.8.30 岡部　芳典 岐阜県 H30.8.30 太田　泰之 岐阜県 H30.8.30 山村　善治

岐阜県 H30.8.30 白木　完治 岐阜県 H30.8.30 曽我　隆行 岐阜県 H30.8.30 市橋　　修

岐阜県 H30.8.30 朝井　康行 岐阜県 H30.8.30 髙橋　　充 岐阜県 H30.8.30 島村　憲優

岐阜県 H30.8.30 青島　史尚 岐阜県 H30.8.30 松田　一雄 岐阜県 H30.8.30 大洞　貢平

石川県 H31.3.10 浅羽　賢 石川県 H31.3.10 新保友康 石川県 H31.3.10 坂東陽月

石川県 H31.3.10 飯利邦洋 石川県 H31.3.10 菅野康幸 石川県 H31.3.10 東山一博

石川県 H31.3.10 和泉　忍 石川県 H31.3.10 千田恭恵 石川県 H31.3.10 廣江雄幸

石川県 H31.3.10 牛村　章 石川県 H31.3.10 竹多　玄太郎 石川県 H31.3.10 前多　裕

石川県 H31.3.10 江尻重文 石川県 H31.3.10 立浦秀丸 石川県 H31.3.10 眞舘藤夫

石川県 H31.3.10 大野　洋治郎 石川県 H31.3.10 夛田親平 石川県 H31.3.10 三井　斉

石川県 H31.3.10 岡部浩一 石川県 H31.3.10 長　哲也 石川県 H31.3.10 宮田廣人

石川県 H31.3.10 笠間信博 石川県 H31.3.10 柘植英一 石川県 H31.3.10 宮田英利

石川県 H31.3.10 河崎　滋 石川県 H31.3.10 辻　尚世 石川県 H31.3.10 村戸建一

石川県 H31.3.10 岸本　圭太郎 石川県 H31.3.10 津田謹誠 石川県 H31.3.10 室木俊美

石川県 H31.3.10 北本充弥 石川県 H31.3.10 中井義博 石川県 H31.3.10 森　喜久男

石川県 H31.3.10 木村兼朗 石川県 H31.3.10 長田　淳 石川県 H31.3.10 安井秀樹

石川県 H31.3.10 久保　伸一郎 石川県 H31.3.10 中浜　淳 石川県 H31.3.10 谷内宏充

石川県 H31.3.10 小林憲一 石川県 H31.3.10 中濵　毅 石川県 H31.3.10 山　昌平

石川県 H31.3.10 近藤大輔 石川県 H31.3.10 中谷靜子 石川県 H31.3.10 山岸幸雄

石川県 H31.3.10 佐藤　修 石川県 H31.3.10 中山　春比古 石川県 H31.3.10 眞舘　修一郎

石川県 H31.3.10 柴田　卓 石川県 H31.3.10 西田明彦 石川県 H31.3.10 岡本吉平

石川県 H31.3.10 庄田憲泰 石川県 H31.3.10 蓮池芳浩 石川県 H31.3.10 松原完也
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石川県 H31.3.10 長門　佐 石川県 H31.3.10 大乗　衛 石川県 H31.3.10 竹中　望

石川県 H31.3.10 吉田　修 石川県 H31.3.10 西川　諭 石川県 H31.3.10 岡本博道

石川県 H31.3.10 和田清聰 石川県 H31.3.10 齊藤功一 石川県 H31.3.10 白石貴城

石川県 H31.3.31 溝口　尚

和歌山県 H30.4.8 井口　廣昭 和歌山県 H30.4.8 本多　一郎 和歌山県 H30.4.8 田村　修志

和歌山県 H30.4.8 土橋　弥文 和歌山県 H30.4.8 薮田　達雄 和歌山県 H30.4.8 五木田　高和

京都府 H30.10.13 松井　玲子 京都府 H30.10.13 岡田　恵一 京都府 H30.10.13 懸樋　剛

京都府 H30.10.13 吉見　秀樹 京都府 H30.10.13 三浦　博人 京都府 H30.10.13 河上　英兒

京都府 H30.10.13 花井　眞希 京都府 H30.10.13 並河　雅也 京都府 H31.2.7 荒金高正

大阪府 H30.4.8 家田　靖丈 大阪府 H30.4.8 岡　重人 大阪府 H30.4.8 竹歳　眞人

大阪府 H30.4.8 薦田　安伸 大阪府 H30.4.8 西田　栄昭 大阪府 H30.4.8 梅谷　昌宏

大阪府 H30.4.8 山根　律夫 大阪府 H30.4.8 堀内　勇士 大阪府 H30.4.8 氷見　雄二

大阪府 H30.4.8 宮﨑　宏之 大阪府 H30.4.8 宮崎　憲一 大阪府 H30.4.8 岡野　智之

大阪府 H30.4.8 横畠　啓 大阪府 H30.4.8 西野　武四 大阪府 H30.4.8 松野　大地

大阪府 H30.4.8 八木　栄司 大阪府 H30.4.8 大宅　渉 大阪府 H30.4.8 杉本　憲一

大阪府 H30.4.8 中道　毅 大阪府 H30.4.8 小渕　富美子 大阪府 H30.4.8 西川　泰治

大阪府 H30.4.8 大窪　康修 大阪府 H30.4.8 田中　麻紀 大阪府 H30.4.8 鈴木　陽子

大阪府 H30.4.8 大月　直子 大阪府 H30.4.8 刀祢　格人 大阪府 H30.4.8 牧野　仁志

大阪府 H30.4.8 明石　喜裕 大阪府 H30.4.8 岩谷　泰典 大阪府 H30.4.8 山本　和子

大阪府 H30.4.8 大音　博康 大阪府 H30.4.8 廣田　明人 大阪府 H30.4.8 武内　秀之

大阪府 H30.4.8 森川　康之 大阪府 H30.4.8 森下　真次 大阪府 H30.4.8 青木　始栄

大阪府 H30.4.8 植田　茂樹 大阪府 H30.4.8 福嶋　文二 大阪府 H30.4.8 芝野　雅一

大阪府 H30.4.8 駕田　益男 大阪府 H30.4.8 木村　裕樹 大阪府 H30.4.8 関　尚子

大阪府 H30.4.8 桐石　憲一 大阪府 H30.4.8 津田　順平 大阪府 H30.4.8 辻尾　篤俊

大阪府 H30.4.8 川村　和仁 大阪府 H30.4.8 南　創 大阪府 H30.4.8 髙橋　達行

大阪府 H30.4.8 寺嶋　みづほ 大阪府 H30.4.8 小谷　芳人 大阪府 H30.4.8 坂下　和彦

大阪府 H30.4.8 寺内　浩一 大阪府 H30.4.8 米田　卓平 大阪府 H30.4.8 竜門　陽子

大阪府 H30.4.8 牧　克教 大阪府 H30.4.8 藤本　直史 大阪府 H30.4.8 若野　新八

大阪府 H30.4.8 村井　俊介 大阪府 H30.4.8 芳野　純一 大阪府 H30.4.8 堀内　賢藏

大阪府 H30.4.8 小池　祐介

大阪市 H30.4.12 中村　誠志 大阪市 H30.4.12 秋房　茂樹 大阪市 H30.4.12 横田 順一

大阪市 H30.4.12 笹森　智絵 大阪市 H30.4.12 有岡　貴行 大阪市 H30.4.12 澤田 龍志

大阪市 H30.4.12 深来　由起夫 大阪市 H30.4.12 津田　重信 大阪市 H30.4.12 松本 実

大阪市 H30.4.12 加々美 恵一 大阪市 H30.4.12 緒方　維教 大阪市 H30.4.12 森 裕継

大阪市 H30.4.12 平栗　英樹 大阪市 H30.4.12 森田　哲郎 大阪市 H30.4.12 吉田 耕次

大阪市 H30.4.12 加藤　尚 大阪市 H30.4.12 岡本　健介 大阪市 H30.4.12 平田 康

大阪市 H30.4.12 堀坂　充広 大阪市 H30.4.12 荒木　康裕 大阪市 H30.4.12 脇 宗弘

大阪市 H30.4.12 福垣　健 大阪市 H30.4.12 河村　守隆 大阪市 H30.4.12 中村 聡

大阪市 H30.4.12 岸　直徳 大阪市 H30.4.12 森本　恭司 大阪市 H30.4.12 南   弘

大阪市 H30.4.12 塚本　康裕 大阪市 H30.4.12 横山　正 大阪市 H30.4.12 鍬形 充理

大阪市 H30.4.12 吉田　智子 大阪市 H30.4.12 北野 一成 大阪市 H30.4.12 川井 謙太郎

大阪市 H30.4.12 内橋　隆行 大阪市 H30.4.12 梅垣 輝生 大阪市 H30.4.12 原田 浩治

兵庫県 H31.3.10 矢冨　正 兵庫県 H31.3.10 高橋仁志 兵庫県 H31.3.10 佐多　勉 

兵庫県 H31.3.10 大谷嘉春 兵庫県 H31.3.10 宋　桂雄 兵庫県 H31.3.10 西村栄高
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兵庫県 H31.3.10 小原　理 兵庫県 H31.3.10 仲野安治 兵庫県 H31.3.10 後藤俊文

兵庫県 H31.3.10 納　千富 兵庫県 H31.3.10 楠　由利子 兵庫県 H31.3.10 末廣和彦

兵庫県 H31.3.10 竹内良一 兵庫県 H31.3.10 谷上雅美

神戸市 H31.3.10 東　哲一郎 神戸市 H31.3.10 神原　修 神戸市 H31.3.10 中東　航

神戸市 H31.3.10 森岡芳樹 神戸市 H31.3.10 伊藤　司 神戸市 H31.3.10 青山敏彦

神戸市 H31.3.10 中野有史 神戸市 H31.3.10 森本啓介 神戸市 H31.3.10

岡山県 H31.2.7 宮城　淳

鳥取県 H31.2.7 隅田秀樹

広島県 H31.2.7 細原賢一

香川県 H31.2.17 阿部　健一郎 香川県 H31.2.17 竹内敏彦 香川県 H31.2.17 丸尾修之

香川県 H31.2.17 阿部直樹 香川県 H31.2.17 田中　大一朗 香川県 H31.2.17 三森康智

香川県 H31.2.17 阿部　祐理子 香川県 H31.2.17 谷口友浩 香川県 H31.2.17 宮脇守男

香川県 H31.2.17 石丸　毅 香川県 H31.2.17 佃　卓 香川県 H31.2.17 山下芳樹

香川県 H31.2.17 市原雅也 香川県 H31.2.17 豊嶋健治 香川県 H31.2.17 阿部正信

香川県 H31.2.17 上枝高志 香川県 H31.2.17 鳥養智子 香川県 H31.2.17 今瀧勝己

香川県 H31.2.17 大熊秀和 香川県 H31.2.17 夏見良宏 香川県 H31.2.17 岩田和久

香川県 H31.2.17 大西信正 香川県 H31.2.17 浜田浩志 香川県 H31.2.17 角　健一郎

香川県 H31.2.17 岡沢昭宏 香川県 H31.2.17 伴　邦晃 香川県 H31.2.17 合田　純

香川県 H31.2.17 小野　廣 香川県 H31.2.17 藤木秀保 香川県 H31.2.17 高木敏朗

香川県 H31.2.17 金岡和博 香川県 H31.2.17 藤本千代 香川県 H31.2.17 高橋伸次

香川県 H31.2.17 木田一秀 香川県 H31.2.17 古市貴暢 香川県 H31.2.17 多田爲則

香川県 H31.2.17 合田　耕太郎 香川県 H31.2.17 堀川拓郎 香川県 H31.2.17 西岡士郎

香川県 H31.2.17 近藤正孝 香川県 H31.2.17 前田和也 香川県 H31.2.17 西村健司

香川県 H31.2.17 塩田聖子 香川県 H31.2.17 昌山　孝 香川県 H31.2.17 福井隆夫

香川県 H31.2.17 塩田　等 香川県 H31.2.17 増田修一 香川県 H31.2.17 藤本幸重

香川県 H31.2.17 高橋三郎 香川県 H31.2.17 松本幹夫 香川県 H31.2.17 松井康男

香川県 H31.2.17 高橋　巧 香川県 H31.2.17 眞鍋雅春 香川県 H31.2.17 森口善夫

愛媛県 H31.2.7 深田晃年

福岡県 H31.2.7 平瀬久義 福岡県 H31.2.9 髙尾洋平 福岡県 H31.2.9 三浦　喜久雄

福岡県 H31.2.9 岩永典人 福岡県 H31.2.9 江口直文 福岡県 H31.2.9 千草隆治

福岡県 H31.2.9 笠井宏記 福岡県 H31.2.9 二ノ宮　重幸 福岡県 H31.2.9 庄野庸雄

福岡県 H31.2.9 酒井早苗 福岡県 H31.2.9 森田　昇 福岡県 H31.2.9 野々山　信

福岡県 H31.2.9 宮城　浩 福岡県 H31.2.9 内田智大 福岡県 H31.2.9 石橋健治

福岡県 H31.2.9 藤田孝一 福岡県 H31.2.9 河野美佐 福岡県 H31.2.9 松野秀樹

福岡県 H31.2.9 北村哲朗 福岡県 H31.2.9 川野　未禧朗 福岡県 H31.2.9 佐藤夕香

福岡県 H31.2.9 河島誠二 福岡県 H31.2.9 古閑　たか子 福岡県 H31.2.9 髙村信嘉

福岡県 H31.2.9 河島仁美 福岡県 H31.2.9 河野裕昭 福岡県 H31.2.9 裵　惺浩

福岡県 H31.2.9 村田博志 福岡県 H31.2.9 瀨戸泰介 福岡県 H31.2.9 柴田壮一

福岡県 H31.2.9 松藤達也 福岡県 H31.2.9 岩井章浩 福岡県 H31.2.9 池上龍朗

福岡県 H31.2.9 多々隈　貴之 福岡県 H31.2.9 山地将太 福岡県 H31.2.9 和田正之

福岡県 H31.2.9 今泉 仁美子 福岡県 H31.2.9 木村英生 福岡県 H31.2.9 山口和久

福岡県 H31.2.9 武石兊弘 福岡県 H31.2.9 松延智之 福岡県 H31.2.9 桃園明生
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福岡県 H31.2.9 三箇正人 福岡県 H31.2.9 楠本俊司 福岡県 H31.2.9 豊田博信

福岡県 H31.2.9 須ノ内　茂子 福岡県 H31.2.9 岡村博久 福岡県 H31.2.9 藤村克成

福岡県 H31.2.9 平瀬久義 福岡県 H31.2.9 居川哲憲 福岡県 H31.2.9 筒井祐介

福岡県 H31.2.9 柳迫正俊 福岡県 H31.2.9 井上　浩 福岡県 H31.2.9 熊谷　堅

福岡県 H31.2.9 白木博繁 福岡県 H31.2.9 樽谷　晋 福岡県 H31.2.9 日髙里史

長崎県 H30.10.20 八谷成紀 長崎県 H30.10.20 一瀬宏明 長崎県 H30.10.20 阿比留広樹

長崎県 H30.10.20 糸瀬　永 長崎県 H30.10.20 大浦泰満 長崎県 H30.10.20 高森博義

長崎県 H31.2.9 根岸尚徳 長崎県 H31.2.9 宮田　幸一郎 長崎県 H31.2.9 井上淳治

長崎県 H31.2.9 星野隆弘 長崎県 H31.2.9 大道寺　功 長崎県 H31.2.9 赤司範俊

長崎県 H31.2.9 渡邊知英 長崎県 H31.2.9 成末　渡 長崎県 H31.2.9 吉原　徹

長崎県 H31.2.9 大場堂信 長崎県 H31.2.9 俣野正仁 長崎県 H31.2.9 稲澤陽三

長崎県 H31.2.9 土井純次 長崎県 H31.2.9 南原賢一 長崎県 H31.2.9 砺山敏秀

長崎県 H31.2.9 植松竜治 長崎県 H31.2.9 松尾　剛 長崎県 H31.2.9 山﨑　映

熊本県 H30.7.29 森　義和 熊本県 H30.7.29 福地　正貴 熊本県 H30.7.29 規工川　浩

熊本県 H30.7.29 田島　貞子 熊本県 H30.7.29 東　正也 熊本県 H30.7.29 田中　みどり

熊本県 H30.7.29 堀川　修一 熊本県 H30.7.29 吉村　力 熊本県 H30.7.29 河野　敬明

熊本県 H30.7.29 片岡　暁華 熊本県 H30.7.29 澤木　孝明 熊本県 H30.7.29 尾上　宏

宮崎県 H30.5.20 佐野　裕一 宮崎県 H30.5.20 黒木　誠一郎 宮崎県 H30.5.20 永吉　千洋

宮崎県 H30.5.20 野間　隆文 宮崎県 H30.5.20 仁部　郁代 宮崎県 H30.5.20 恒吉　隆奥

宮崎県 H30.5.20 廣瀬　裕一 宮崎県 H30.5.20 長友　ひとみ 宮崎県 H30.5.20 恒吉　正隆

宮崎県 H30.5.20 岡田　洋之 宮崎県 H30.5.20 内之浦　辰郎 宮崎県 H30.5.20 杉尾　隆夫

宮崎県 H30.5.20 堀　健介 宮崎県 H30.5.20 森迫　靖宏 宮崎県 H30.5.20 大坪　英幸

宮崎県 H30.5.20 田之中　利彦 宮崎県 H30.5.20 眞鍋　敏彦 宮崎県 H30.5.20 黒木　利隆

宮崎県 H30.5.20 崎山　長司

鹿児島県 H30.7.7 德添　浩子 鹿児島県 H30.7.7 下津　昭洋 鹿児島県 H30.7.7 西　公教

鹿児島県 H30.7.7 藤田　憲一 鹿児島県 H30.7.7 村岡　信宏 鹿児島県 H30.7.7 福原　和人

鹿児島県 H30.7.7 福岡　宏士 鹿児島県 H30.7.7 宇都　博幸 鹿児島県 H30.7.7 有村　健二

鹿児島県 H30.7.7 井ノ上　哲也 鹿児島県 H30.7.7 林　和廣 鹿児島県 H30.7.7 坪水　良平

鹿児島県 H30.7.7 日吉　貴一郎 鹿児島県 H30.7.7 前田　文人 鹿児島県 H30.7.7 坂本　雄一

鹿児島県 H30.7.7 井上　敬博 鹿児島県 H30.7.7 濱田　四郎 鹿児島県 H30.7.7 平川　純敎

鹿児島県 H30.7.7 松下　幸誠 鹿児島県 H30.7.7 津畑　達 鹿児島県 H30.7.7 平川　俊洋

鹿児島県 H30.7.7 藤﨑　順一 鹿児島県 H30.7.7 林　文仁 鹿児島県 H30.7.7 宮川　尚之

鹿児島県 H30.7.7 有川　弥樹 鹿児島県 H30.7.7 用稲　卓司 鹿児島県 H30.7.7 濵坂　卓郎

鹿児島県 H30.7.7 田中　格 鹿児島県 H30.7.7 向井　正則 鹿児島県 H30.7.7 真栄田　浩

鹿児島県 H30.7.7 岸　克自 鹿児島県 H30.7.7 丸田　一雄 鹿児島県 H30.7.7 永田　紳吾

鹿児島県 H30.7.7 久木田　賢司 鹿児島県 H30.7.7 登山　恒勇 鹿児島県 H30.7.7 迫田　美智代

鹿児島県 H30.7.7 吉元　剛彦 鹿児島県 H30.7.7 安　忠大 鹿児島県 H30.7.7 原田　哲典

鹿児島県 H30.7.7 楊　道春 鹿児島県 H30.7.7 登山　卓 鹿児島県 H30.7.7 要　光

鹿児島県 H30.7.7 堀之内　雅弘 鹿児島県 H30.7.7 平川　竜範 鹿児島県 H30.7.7 中島　厚生

沖縄県 H30.9.30 石川　靖 沖縄県 H30.9.30 神元　龍一 沖縄県 H30.9.30 名嘉真　武伸

沖縄県 H30.9.30 梅村　誠 沖縄県 H30.9.30 佐久川　正明 沖縄県 H30.9.30 平林　孝将

沖縄県 H30.9.30 大城　一乃 沖縄県 H30.9.30 玉城　斉 沖縄県 H30.9.30 古堅　譲

沖縄県 H30.9.30 神下　太一 沖縄県 H30.9.30 友寄　清喜 沖縄県 H30.9.30 真境名　勉

沖縄県 H31.2.7 高良政憲
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