
豆柴認定委員2017/1/1　必ず電話でお問合せください
氏　　名 　住　　所 電　　話

佐藤紀美夫 〒0611123北海道北広島市朝日町１丁目6-18 011-376-7571
坂本栄津子 〒0613362石狩市北生振860-1 090-5076-6499
三國壱丸 〒0640804札幌市中央区南４条西3丁目ペットのみくに 011-221-7032
今野 久 〒0650020札幌市東区北20条東15-1-10 011-704-0111
近藤　貢　 〒0020854札幌市北区屯田４条１丁目3-24 011-773-4004
鈴木幸恵 〒0028027札幌市北区篠路七条6丁目ベルメゾン篠路201 090-3112-4414
山田武雄 〒0028035札幌市北区西茨戸五条1-1-3 011-775-2680
大島千尋 〒0030833札幌市白石区北郷三条4丁目9-20 011-827-0278
松本一夫 〒0070851札幌市東区北五十一条東５丁目3-6 011-751-7589
熊木裕道 〒0070851札幌市東区北五十一条東7丁目3-11 011-788-6570
田中喜博 〒0482562小樽市蘭島1丁目21-3 0134-64-2340
石黒　明 〒0101622秋田県秋田市新屋日吉町30番7号 018-824-3472
鈴木江梨花 〒0101636秋田県秋田市新屋比内町7-1-8-506 080-5228-7161
佐藤信子 〒0150075秋田県由利本荘市花畑町4-11 090-4319-0048
村上　哲 〒0150852秋田県由利本荘市一番地139 0184-22-6107
村上　泉 〒0150852秋田県由利本荘市一番地139 0184-22-6107
鈴木純子 〒0192742秋田県秋田市河辺三内字丸舞口39 018-883-2598
岩間晴夫 〒9550851新潟県三条市西四日町1-10-4 0256-35-0936
梅澤　守 〒9590265新潟県燕市吉田東町21-15 0256-92-5601
磯村直樹 〒9810134宮城県宮城郡利府町しらかし台四丁目6-20 080-3193-8167
若島孔文 〒9820834宮城県仙台市太白区青山1-2-9 090-3982-3245
大友宜明 〒9820834宮城県仙台市太白区鉤取本町1-21-1イオンsuc2F 022-399-8235
上原勇輝 〒067006埼玉県本庄市小島176-2 0495-24-7222
吉澤英生 〒1500001東京都渋谷区神宮前5-53-4㈱青山ケネルス 03-3407-3933
須永　透 〒1730037東京都板橋区小茂根2-5-10 03-3958-5381
長野惠子 〒1730037東京都板橋区小茂根3-5-17 03-3959-2027
渡辺いつ子 〒1780061東京都練馬区大泉学園町8-35-3 03-3924-4111
原田知明 〒2130026神奈川県川崎市高津区久末1816-5 044-777-6028
藤岡和明 〒2210863横浜市神奈川区羽沢町602-15 045-383-4955
中　　徹 〒2280304神奈川県相模原市南区旭町3-11 090-1615-1690
相澤真奈美 〒2510043神奈川県藤沢市辻堂元町1-9-20 090-2664-4933
吉澤綾香 〒2530111神奈川県高座郡寒川町一之宮2-4-13 0467-75-2489
吉澤由巳 〒2530111神奈川県高座郡寒川町一之宮2-4-7 0467-74-1585
佐藤登三夫 〒2530111神奈川県高座郡寒川町一之宮3-39-7 0467-74-2657
鵜澤敦彦 〒2670066千葉県緑区あすみが丘3-26-5 080-5006-6228
渡辺義人 〒2994301千葉県長生郡一宮町一宮2806-1 0475-42-2332
斎藤時枝 〒2995111千葉県夷隅郡御宿町上布施3314-19 0470-68-7158
島田　遥 〒3002347茨城県すくばみらい市豊体421-2サンフラワー203 080-9663-7717
酒巻とも子 〒3040028茨城県下妻市下木戸71-2 080-1221-0512
中村英美 〒3060416茨城県猿島郡境町伏木1256-6 0280-87-4854
鹿久保英次 〒3060505茨城県坂東市菅谷935-2 0280-88-8882
鈴木智恵 〒3080117茨城県筑西市犬塚232 080-5686-8010
古谷　毅 〒3080117茨城県筑西市犬塚271-1 090-2566-5589
古谷　操 〒3080117茨城県筑西市犬塚67-2 0296-37-5552
中山真姫 〒3113151茨城県東茨城郡茨木町木部1844 029-292-9227
都築武士 〒3113151茨城県東茨城郡茨木町木部1844 029-292-9227
都築江津子 〒3113151茨城県東茨城郡茨木町木部1844 029-292-9227
吉井　眞 〒3400851-群馬県高崎市上中居町837-1 090-7270-8757
細谷安夫 〒3502222埼玉県鶴ヶ島市下新田586-68 049-285-0896
平尾　一 〒3520015埼玉県新座市池田4-2-5 090-5413-0395
村田健司 〒3520033埼玉県新座市石神5-9-13 0424-56-7760
大木明人 〒3530008埼玉県東松山市大谷2206-2 0493-39-1470
中井　望 〒3550065埼玉県東松山市岩殿57-4 0493-35-1874
朝倉和昭 〒3560052埼玉県ふじみ野市苗間41-30 049-264-9782
本多　浩 〒3600814埼玉県熊谷市桜町2-7-6 090-6713-2020
玉城絹代 〒3600814埼玉県熊谷市桜町2-7-6 090-9334-0820
久能祐一 〒3640025埼玉県北本市石戸宿7-28 090-3426-4447



嶋崎耕平 〒3680053埼玉県秩父市久那2312-2 0494-23-3822
嶋崎好子 〒3680053埼玉県秩父市久那2312-2 0494-23-3822
上原拓朗 〒3690305埼玉県児玉郡上里町神保原町2030 0495-71-9107
田口英治 〒3740067群馬県館林市岡野町401-4 090-7202-1176
金子英子 〒3760121群馬県桐生市新里町新川1102-43 090-2203-0301
下村公男 〒3860501長野県上田市武石鳥屋538-1 0268-85-3491
山室久美 〒4140052静岡県伊東市十足614-114 080-4216-1015
清水賢志 〒4310451湖西市白須賀字宿南3272-2 0535-79-2255
白井茂雄 〒4418151愛知県豊橋市曙町字測点220-4 0532-38-8838
大喜多幸雄 〒4600013名古屋市中区上前津2-13-19 052-323-0077
酒井謙三 〒4660834愛知県名古屋市昭和区広路町石坂27-4 052-831-6804
古橋和男 〒4701131愛知県豊明市二村台1-16-4 0562-92-8821
高砂幸宏 〒5500021大阪市西区川口2-7-5 06-6581-8585
森川信夫 〒5560016大阪市浪速区元町2-1-4 06-6641-8959
赤石知子 〒5690811大阪府高槻市東五百住町１丁目34-7-302 072-690-7810
西山智幸 〒5691012大阪府高槻市成合411-12 072-688-5794
安部寿士 〒5730113大阪府枚方市宗谷１丁目11-50ﾋﾞﾊﾞﾘｰﾏﾝｼｮﾝＡ204号090-1136-5678
益岡照治 〒5760031大阪府交野市森南１丁目1-13 072-092-9744
北野芳生 〒5918022大阪府堺市北区金岡町3027-11 072-240-1112
大森　誠 〒5998252大阪府堺市楢葉81-15 090-8484-3594
大田清信 〒7010212岡山県岡山市南区内尾78 090-8065-2130
清原政人 〒7010212岡山県岡山市南区内尾78 080-3624-2607
野口悦子 〒7038261岡山市中区海吉1264-11 086-276-5566
中尾二三夫 〒7080572岡山県津山市平福391 0868-28-3001
末澤寿男 〒7080842岡山県津山市河辺1253 090-7126-7475
赤木　都 〒7081544岡山県久米郡美咲町周佐1092 0868-62-2123
山田敏治 〒7610121香川県高松市牟礼町牟礼3169-2 087-845-1816
斉藤　香 〒7610701香川県木田郡三木町池戸2750-2 087-898-4723
貞中幸夫 〒7610704香川県木田郡三木町下高田165-2 087-891-0169
三村 正 〒7618011香川県高松市香西北町290-16 087-882-2510
水本将介 〒7618057香川県高松市田村町636 087-865-0970
水本典孝 〒7618082香川県高松市鹿角町259-4 087-865-0970
山口由理子 〒7640033香川県仲多度郡多度津町青木608-6 0877-33-2591
大﨑揮行 〒7650004香川県善通寺市善通寺町1835-9 0877-62-2521
藤井慶一 〒7692101香川県さぬき市志度3163-11 087-894-2406
大山衆三 〒7692605香川県東かがわ市中筋256番地6 087-925-6238
林 秀明 〒7714101徳島県名東郡佐那河内村下字ドフドフ原14 088-679-3243
野村貞男 〒7992443愛媛県松山市善應寺甲476 089-992-2293
長田誠史 〒8691826熊本県阿蘇郡高森町河原2072-3 090-2509-0111
向 一助 〒8692612熊本県阿蘇市一の宮町宮地1438-2 0967-22-4185
向　大輔 〒8692612熊本県阿蘇市一の宮町宮地1438-2 0967-22-4185
安達二三夫 〒8794912大分県玖珠郡九重町大字湯坪1637-4 0973-79-2788
護摩所昭洋 〒8992442鹿児島県日置市伊集院町野田1436 099-272-5654
桑迫美希 〒899-5116鹿児島県霧島市隼人町1414-1 080-1787-7258
本田志津 〒9550094新潟県三条市大島4891-2 0256-32-7731


