
市連・所属 氏名 資格名 氏名 資格名

岩国市 朝日鉄工ｽｷｰ部 2名

(48名） 大野 仁士 準指 三上 和弘 県CCｺ

岩陽ｽｷｰｸﾗﾌﾞ9名

亀岡 克彦 技術･運営･AL･功労指･検定員名誉 田岡 誠 運営・正指・検定員A

河村 孝行 正指･検定員B 広瀬 健二 準指･検定員C

木村 真彦 運営･正指･検定員A 福村 和子 ﾎﾞｰﾄﾞ指

白石 浩嗣 ﾎﾞｰﾄﾞ指 福村 正樹 正指・検定員B

田岡 修 正指・検定員B

三井化学ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 3名

大木 研侍 正指･検定員B 吉賀 健二 準指

松重 光則 運営･功労指･検定員B

岩国市役所ｽｷｰ部 5名

池田 章二 正指･検定員A 田嶋 裕朗 準指

石高 雄二 正指･検定員A 庭田 英樹 ﾊﾟﾄ

伊藤 博之 運営･準指･検定員C

日本製紙岩国工場ｽｷｰ部3名

平仙 誉雄 県ALｺ 山本 拓也 ﾎﾞｰﾄﾞ準指

村中 勝次 運営

あすなろｽｷｰｸﾗﾌﾞ 2名

水石 正幸 ﾎﾞｰﾄﾞ準指 山本 幸伸 運営・正指・検定員C

美和ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 4名

市林 貴之 準指･検定員C 野坂 寛 正指･検定員B

紅床 次美 運営･CC指･検定員CC 村田 泰伸 正指・検定員A

羅漢友の会 6名

蛭谷 重男 運営･功労準･CC指･検定員CC 藤本 浩史 運営･SAJ･CC指･検定員CC

河村 重昭 技術･運営･SAJ･功労準･CC指･検定員CC藤本 まどか運営

藤高 哲雄 運営 藤本 雄三 運営

ゆうｽｷｰｸﾗﾌﾞ 5名

兼光 秀行 正指･検定員C 中部 俊之 正指･検定員B

坂井 直子 正指･検定員B 松原 幸彦 正指･検定員B

谷口 周子 正指･検定員B

錦ｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾚｰｼﾝｸﾞ 9名

宇川 信弘 功労指 三浦 成寿 運営･SAJ･旗門･ｾｯﾀｰA･正指
白石 克至 準指 光貞 賢志 県運営・県CCコ
隅 浩基 功労指・検定員B 光貞 正明 運営・功労準
中西 亮二 運営・旗門・準指 山本 謙介 運営
中村 大介 準指・検定員C

柳井市 柳井ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 11名
(11名） 桂 士郎 功労準 藤井 謙義 準指･検定員C

兼清麻由子 ﾎﾞｰﾄﾞ準指 堀田 嘉信 正指･検定員B
川本 哲正 準指･検定員C 松重 年春 功労準
滝本 和也 正指･検定員A 松村 まどか準指･検定員C
中村 真人 準指･検定員C 宮本 真雄 正指･検定員B
中谷 哲久 準指・検定員C

市連・所属 氏名 資格名 氏名 資格名
光市 ひかりｽｷｰｸﾗﾌﾞ 8名

(8名） 熊谷 徹 ﾎﾞｰﾄﾞ指 藤田 純恵 県運営
寺嶋 享輝 ﾎﾞｰﾄﾞ指 藤田 康伸 準指･検定員C
長弘 健一 準指・検定員C 堀川 勝祥 正指･検定員B
野原 覚 正指･検定員B 山下 正信 運営･功労指･検定員名誉

下松市 下松ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 1名
(1名） 盛谷 光廣 運営・功労準

公認資格者一覧表



周南市 徳山ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 5名
(32名） 神代 雅光 正指･検定員A 高橋 勇一 正指･検定員B

杉山 恵 準指 松永 茂 功労指･検定員B
角 成明 準指

ｻﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ 5名
藏重 松雄 功労準 室本 哲郎 功労準
高橋 裕之 運営･旗門･CC 山本 忠男 功労準
三原 克美 運営･旗門･AL･CC

徳山ﾊﾟﾗﾚﾙｽｷｰｸﾗﾌﾞ 3名
足達 正男 正指 金山 由紀子正指･検定員B
岩本富士雄 功労準･検定員C

周南ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 15名
今井 孝彦 正指･検定員A 藤井 治彰 正指･検定員B
梶田 岳司 準指･検定員C 古谷 京一 準指･検定員C･ﾊﾟﾄ
川﨑 尚 正指･検定員A 松村 徹 準指
近藤 康治 運営･旗門･功労指･検定員B 村中 志帆 準指
島村 雅宏 正指･検定員A 森野 光博 準指･検定員C
多田 優輝 準指･検定員C 森本 栄一 正指･検定員A
橋本紀誉子 正指･検定員B 山下 義成 準指･検定員C
原田 一郎 準指･検定員C

徳山ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ 2名
神岡 博和 県運営 藤原 孝 県運営

日鉄ステンレス周南ｽｷｰ部 1名
伊藤 桂一 準指･検定員C

東ｿｰｽｷｰ部 1名
川口 卓也 準指･検定員C

防府市 防府ｽｶｰｾﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ 13名
(13名） 浅井 孝久 功労指･検定員B 髙橋 正則 準指

石田 昭二 正指･検定員B 東 めぐみ 正指･検定員B
今川 良祐 正指･検定員B 本間 信行 功労準･検定員C
榎本 信幸 正指･検定員C 松吉 健祐 準指･検定員C
岡﨑 貴子 準指･検定員C 山影 司 功労指･検定員B
落合 保徳 正指･検定員B 吉岡 道郎 正指･検定員B
久保田和寛 正指･検定員B

市連・所属 氏名 資格名 氏名 資格名
山口市 Y.C.C.ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 3名
(43名） 堀本 昌宏 正指･検定員A 若松 健司 正指･検定員B

吉岡 進 正指･検定員C
ﾊﾓﾛｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ 2名

杉本 耕二 功労指 田中 善人 正指
やまぐちｽｷｰ倶楽部 5名

河村 晋哉 ﾎﾞｰﾄﾞ指 藤津 成臣 準指･検定員C
小坂 浩 正指･検定員C 村田 尚士 正指･検定員B
鈴木 彰太 ｾｯﾀｰB･正指･検定員B

Team Queen 14名
石原 隆博 準指･検定員C 古田 英司 運営・功労準・検定員C
磯田 利晴 ﾊﾟﾄ 水田 浩紀 ﾎﾞｰﾄﾞ準指
杉本 和子 功労指･検定員A 山根 佳子 準指･検定員C･ﾊﾟﾄ
瀬戸 信夫 Dr 弓﨑 久充 準指･検定員C
土井 志保 準指･検定員C 吉田 美由紀準指･検定員C
土井 翔太 準指･検定員C 和田 悦子 正指･検定員B
中村 克巳 準指･検定員C 和田 真樹 正指･検定員A･ﾊﾟﾄ

徳地ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 2名
桑原 克之 正指･検定員A 辻村 公成 正指･検定員B･ﾊﾟﾄ

小郡ｼｰﾊｲﾙ 11名
青木 義明 正指･検定員B 光森 裕子 準指･検定員C
片山 卓 準指･検定員C 本永 威 準指･検定員C
川﨑 徳子 正指･検定員B 矢野 裕之 正指･検定員B
白金 聡美 準指･検定員C 山﨑　博人 準指･検定員C・県ﾊﾟﾄ
滝本 美保 正指･検定員B 山野 英智 準指･検定員C
平野 順子 正指･検定員B

峰友ｽﾉｰｸﾗﾌﾞ 6名
小野村 一人県運営・県ﾊﾟﾄ 林 謙次 県ﾊﾟﾄ
斉藤 勝典 運営･Cｺｰﾁ･ｾｯﾀｰA･AL 藤井 一宏 正指･検定員B
斉藤 正登 運営･SAJ･CC指･検定員CC 村田 誠 県運営

宇部市 ﾛｯｷｰﾄﾞﾙﾌｨﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ 9名
(18名） 大田 朋子 準指 西村 直也 正指

倉橋 優 功労準･検定員C 福嶋 博之 正指
佐々木克己 準指 本永 典章 準指



田村 和郎 準指･検定員C 山尾 猛 功労指･検定員B
出口 光雄 準指･検定員C

UBEﾊﾟﾗﾀﾞｲｽｽｷｰｸﾗﾌﾞ 7名
恵本和佳子 正指･検定員B 竹下 聡一 準指･検定員C
熊谷 拓也 ﾎﾞｰﾄﾞ準指 藤井 正治 準指
小西 敏明 ﾎﾞｰﾄﾞ準指 松村 伸一 ﾎﾞｰﾄﾞ準指
島本 浩之 正指･検定員B

U2倶楽部 2名
浅井 清貴 準指･検定員C 中村 和久 準指･検定員C

市連・所属 氏名 資格名 氏名 資格名
下関市 ﾋﾞｰﾎﾞ ｽｷｰﾁｰﾑ 10名
(11名） 秋枝 義一 正指･検定員B 竹中 和広 準指

秋枝 里佳 準指･検定員C 西島 智 正指･検定員B
鎌田 正幸 正指･検定員B 西島 陽子 準指･検定員C
白石 勝己 正指･検定員A 松村 辰彦 正指･検定員B
須藤加津路 準指･検定員C 吉田 匡志 正指･検定員A

GORILLAｽｷｰｸﾗﾌﾞ 1名
光部 将司 準指･検定員C

萩市 ｳﾚﾙｼｰｸﾗﾌﾞ 4名
(5名） 大田 則彦 準指･検定員C 藤田 正宏 正指･検定員B

中村 一信 功労指･検定員名誉 三宅 秀明 準指
巴城ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 1名

井上 淳 運営･正指･ﾎﾞｰﾄﾞ指･検定員B
長門市 ｳｲﾝﾀｰ･ﾋｰﾄ･ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 8名
(8名） 生田 聡 正指･検定員C 西村 洋次 準指･検定員C

井上 健 運営･AL･CC 藤田 賢治 運営･旗門･CC･CC指･検定員CC
大藤 行生 正指･検定員A 明賀 美智子準指･検定員C
小野 隆史 正指･検定員B 山下 茂生 運営･正指

資格名詳細

SAY山口

SAJ競技
技術(競技技術指導員)  運営(競技運営指導員)  Cｺｰﾁ()  SAJ(SAJ技術代表)  ﾎﾞｰﾄﾞ(審判員ﾎﾞｰﾄﾞ)  旗門(旗門審判員)
ｾｯﾀｰA(A級ｾｯﾀｰ)  ｾｯﾀｰB(B級ｾｯﾀｰ)  AL(ｱﾙﾍﾟﾝ計算委員)  CC(ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ計算委員)

SAJ教育
功労指(ｽｷｰ功労指導員)  功労準(ｽｷｰ功労準指導員)  正指(ｽｷｰ指導員)  準指(ｽｷｰ準指導員)  CC指(ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ指導員)
ﾎﾞｰﾄﾞ指(ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ指導員)  ﾎﾞｰﾄﾞ準指(ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ準指導員)  検定員名誉(ｽｷｰ名誉検定員)
検定員A・B･C(ｽｷｰA･B･C級検定員)  検定員CC(ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ検定員)  功労(功労ﾊﾟﾄﾛｰﾙ)  ﾊﾟﾄ(公認ﾊﾟﾄﾛｰﾙ)  Dr(ﾄﾞｸﾀｰﾊﾟﾄﾛｰﾙ)
県運営(県認定運営指導員)  県ALｺ(県認定ｱﾙﾍﾟﾝｺｰﾁ)  県CCｺ(県認定ｸﾛｶﾝｺｰﾁ)  県ﾊﾟﾄ(県認定ﾊﾟﾄﾛｰﾙ)


