
認定番号 氏  名 認定科目
1300001 鈴木　義人 国語
1300002 柏木　迪佳 数学
1300003 小池　修平 英語
1300005 気田　香穂里 英語
1300006 浦滝　雄一 国語
1300007 伊藤　誠 英語
1300008 本田　正博 数学
1300009 柳生　宗和 理科
1300010 久保　龍己 国語
1300011 相　剛 社会
1300012 吉田　浩司 理科
1300013 日高　修 国語
1300014 堀口　宏吉 社会
1300015 秋山　義広 英語
1300016 岸川　省三 数学
1300017 臼井　里沙 理科
1300018 尾畑　由理香 英語
1300020 吉田　駿汰 数学
1300021 石﨑　彩夏 英語
1300022 野上　拓也 数学
1300023 山中　彬照 国語
1300024 米　　有華 英語
1300026 綾部　宏明 社会
1300027 岩田　智仁 数学
1300028 坂井田　征範 国語
1300029 曽我　治寿 英語
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1300030 吉田　駿汰 理科
1300031 松本　侑也 英語
1300032 渋谷　泰河 理科
1300033 中浴　秀樹 英語
1300034 盛川　拓也 社会
1300035 菅野　浩一 理科
1300036 本郷　智幸 数学
1300037 半澤　倫子 英語
1300038 今野　夏希 英語
1300039 會田　瑠依 国語
1300040 比佐　隆 英語
1300041 新妻　武志 英語
1300042 山野　由恵 英語
1300043 高木　裕也 数学
1300044 小澤　一智 英語
1300045 斎藤　有里 英語
1300046 大庭　あかね 英語
1300047 近藤　敦子 英語
1300048 村上　千種 英語
1300049 宮下　ありさ 英語
1300050 佐藤　祐一 数学
1300051 重信　慧悟 数学
1300052 大島　雄太 理科
1300053 前田　真美 英語
1300054 金山　晃子 英語
1300055 瀧澤　詩織 英語
1300056 中嶋　真史 国語
1300057 芦垣　綾 国語
1300058 阿部　柚子 英語
1300059 面川　ふゆみ 英語



1300060 野口　真広 英語
1300061 柴田　修 英語
1300062 鶴巻　孝近 数学
1300063 吉岡　真徳 英語
1300064 小西　佑香 国語
1300065 早坂 啓介 英語
1300066 長島友大 社会
1300067 梅田麻衣子 英語
1300068 木下　美桜 数学
1300069 中村　茜 英語
1300070 音無　美希 英語
1300071 森下　雄平 数学
1300072 辻井　貴士 数学
1300073 青木　佑里子 国語
1300074 上岡　愛実 英語
1300075 大塚　裕介 数学
1300076 毛利　一弘 英語
1300077 武智　彩 英語
1300078 堀尾　優太 数学
1300079 鳥巣　真奈美 英語
1300080 大塚　香織 英語
1300081 伏谷　征士 数学
1300082 木村　亮介 数学
1300083 巻幡　智裕 数学
1300084 岩藤　朝哉 英語
1300085 柳澤　千紘 英語
1300086 惣津　麻美 英語
1300087 大川　竜一 社会
1300088 加藤　亜里紗 国語
1300089 佐藤　彩香 英語



1300090 松浦　朱璃 英語
1300091 村澤　清礼 英語
1300092 古川　和歌子 数学
1300093 吉田　礼奈 国語
1300094 渡邉　麻友 国語
1300095 安齋　由華 数学
1300096 磯部　津奈美 国語
1300097 金城　光男 英語
1300098 金城　将憲 数学
1300099 横田　安奈 英語
1300100 幸地　絵理 数学
1300101 島袋　恵 数学
1300102 富田　弓加 英語
1300103 花木　規子 英語
1300104 今　正大 数学
1300105 曽我　治寿 国語
1300106 後藤　大輝 国語
1300107 後藤　大輝 社会
1300109 大橋　紀子 英語
1300110 馬場　翔吾 数学
1300111 藤原　弘一郎 英語
1300112 金城　将憲 理科
1300113 金城　宏典 国語
1300114 儀間　智香 数学
1300115 富田　弓加 社会
1300116 北川　恵介 英語
1300117 石井　優子 国語
1300118 近澤　友理 国語
1300119 酒井　みくの 英語
1300120 石野　能広 国語



1300121 須崎　琢久也 国語
1300122 小林　誠 英語
1300123 砂内　一宏 英語
1300124 髙島　隆浩 社会
1300125 戸澤　友亮 英語
1300126 小室　美咲 英語
1300127 中田　亘 英語
1300128 樋口　睦晃 英語
1300129 三澤　楓 国語
1300130 大神　雄治 英語
1300131 安井　大樹 数学
1300132 吉水　修威 英語
1300133 堀尾　直太 数学
1300134 家元祐一 数学
1300135 西川　浩司 数学
1300136 大住　綾香 英語
1300137 村井　亮太 社会
1300138 戸谷　圭佑 数学
1300139 前田　俊 国語
1300140 堀谷　啓太 数学
1300141 梅村　紗織 社会
1300142 猪股　義人 英語
1300143 赤松　良亮 数学
1300144 佐藤　良 英語
1300145 畑　佳織 国語
1300146 佐久間　陽子 英語
1300147 三根　亜祐美 国語
1300148 二宮　佑太 数学
1300149 前原　丘 英語
1300150 五百城　朱理 英語



1300151 山田　大輔 英語
1300152 永井　敦 国語
1300153 遠藤　洋之 社会


