
１　北部方面隊

札幌1029 札幌1043 旭川1001

札幌1034 札幌1099 旭川1003

札幌1038 札幌1102 旭川1004

札幌1042 札幌1104

２　東北方面隊

宮城0036 福島0007

宮城0043 福島W1008

３　東部方面隊

栃木0003 千葉0080 東京0087

栃木0009 千葉0088 東京0096

栃木0013 千葉0102 東京0100

群馬0001 千葉0104 東京0101

群馬0005 千葉0105 東京0102

群馬0006 千葉W1017 東京0115

群馬0037 千葉W1025 東京0118

埼玉0001 千葉W1066 東京0157

埼玉0026 東京0002 東京0160

埼玉0060 東京0006 東京0164

埼玉0061 東京0010 東京0177

埼玉0081 東京0013 東京0261

千葉0002 東京0017 東京0278

千葉0004 東京0034 東京0280

千葉0005 東京0047 東京0289

千葉0008 東京0064 東京0309

千葉0058 東京0066 東京0310

千葉0070 東京0084 東京0312
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３　東部方面隊（続き）

東京0361 東京W1009 神奈川0160

東京0372 東京W1028 神奈川0169

東京0375 東京W1038 神奈川0177

東京0376 東京W1042 神奈川0184

東京0387 東京W1051 神奈川0191

東京0399 東京W1065 神奈川0192

東京0408 東京W1088 神奈川0203

東京0419 東京W1107 神奈川0221

東京0462 東京W1133 神奈川0225

東京0481 東京W1152 神奈川0231

東京0486 東京W1169 神奈川0241

東京0508 東京W1170 神奈川W1047

東京0510 東京W1171 神奈川W1087

東京0516 東京W1174 新潟0004

東京0525 東京W1178 新潟W1001

東京0548 東京W1226 山梨0002

東京0549 東京W1230 山梨0029

東京0563 東京W1244 長野0010

東京0573 東京W1258 長野0027

東京0603 東京W1283 静岡0001

東京0608 東京W1352 静岡0020

東京0609 東京W1353 静岡0025

東京0611 東京W1360

東京0615 東京W1391

東京0644 東京W1412

東京0648 東京W1417

東京0654 東京W1431

東京0680 神奈川0026

東京0710 神奈川0040

東京0723 神奈川0052

東京0744 神奈川0058

東京0754 神奈川0076

東京0769 神奈川0131

東京0777 神奈川0142

東京0782 神奈川0143



４　中部方面隊

富山1007 大阪1004 兵庫5047

富山1009 大阪1047 兵庫5049

富山1011 大阪1055 兵庫5054

富山1015 大阪1064 兵庫5082

富山1017 大阪1065 兵庫5092

富山1024 大阪1072 兵庫5101

富山W1502 大阪1074 兵庫5122

石川1002 大阪1081 兵庫5139

石川1005 大阪1084 兵庫5149

石川1007 大阪1085 兵庫5170

石川1009 大阪1100 兵庫5193

岐阜1007 大阪1110 兵庫5203

岐阜1016 大阪1129 兵庫5206

愛知1005 大阪1141 兵庫5211

愛知1032 大阪1154 兵庫W5550

愛知1042 大阪1159 兵庫W5556

愛知1080 大阪1171 兵庫W5574

愛知1095 大阪1176 兵庫W5580

愛知1099 大阪1194 奈良5004

愛知1100 大阪1198 奈良5023

愛知W1501 大阪3001 奈良W6023

愛知W1504 大阪W4030 和歌山1004

愛知W1537 大阪W4036 和歌山1012

三重1024 大阪W4046 和歌山1018

滋賀8102 大阪W4050 和歌山1026

滋賀W8206 大阪W4084 和歌山1030

京都1007 大阪W4095 和歌山1035

京都1027 大阪W6012 和歌山1036

京都1065 兵庫5009 和歌山1046

京都1066 兵庫5010 和歌山W3012

京都2007 兵庫5013 和歌山W3013

京都2019 兵庫5032 広島6014

京都W4009 兵庫5040 広島6018

京都W4010 兵庫5041 広島6023

大阪1001 兵庫5044 広島6028

大阪1003 兵庫5045 広島W6204



４　中部方面隊（続き）

広島W6205 香川7015 香川7039

広島W6210 香川7020 香川7046

広島W6228 香川7024 愛媛1017

山口1018 香川7026 愛媛1019

山口1033 香川7034 愛媛W1045

徳島W0013 香川7035 高知1005

香川7002 香川7038

５　西部方面隊

福岡1073 福岡5005 熊本W1004

福岡1168 福岡5019 熊本1005

福岡1190 福岡5056 熊本1007

福岡2015 福岡5065 熊本1027

福岡W2028 福岡6004 熊本W1056

福岡2048 佐賀1021 宮崎1089

福岡2079 佐賀W1022 鹿児島1034

福岡2110 佐賀1046 鹿児島1073

福岡W2113 佐賀1056 鹿児島1156

福岡W3100 長崎1008 鹿児島1158

福岡W3128 大分1007 沖縄1039

福岡3159 大分1029


