
１　北部方面隊

札幌1020 札幌1056 札幌W2021

札幌1031 札幌1057 函館0001

札幌1035 札幌1060 函館0005

札幌1051 札幌1087 旭川W2001

札幌1052 札幌1093

２　東北方面隊

岩手1002 宮城0015 福島0007

宮城0010 宮城0019

宮城0013 宮城W1014

３　東部方面隊

茨城0007 埼玉0083 千葉0141

茨城0011 埼玉0090 千葉W1033

茨城0019 埼玉0101 千葉W1060

茨城0030 埼玉0105 千葉W1068

茨城0046 埼玉0108 千葉W1076

茨城0048 埼玉0114 東京0004

栃木0003 埼玉W1012 東京0008

栃木0018 埼玉W1024 東京0016

栃木0024 千葉0008 東京0045

群馬0001 千葉0023 東京0052

埼玉0019 千葉0026 東京0059

埼玉0020 千葉0034 東京0063

埼玉0042 千葉0080 東京0072

埼玉0045 千葉0109 東京0086

埼玉0046 千葉0115 東京0097

埼玉0053 千葉0119 東京0101

埼玉0072 千葉0125 東京0106

埼玉0081 千葉0138 東京0117
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３　東部方面隊（続き）

東京0119 東京0682 東京W1392

東京0124 東京0695 東京W1401

東京0125 東京0705 神奈川0001

東京0133 東京0706 神奈川0006

東京0163 東京0713 神奈川0007

東京0172 東京0721 神奈川0016

東京0190 東京0727 神奈川0033

東京0278 東京0729 神奈川0049

東京0279 東京0736 神奈川0056

東京0293 東京0742 神奈川0089

東京0297 東京0770 神奈川0094

東京0316 東京0782 神奈川0097

東京0321 東京W1031 神奈川0125

東京0326 東京W1039 神奈川0161

東京0358 東京W1048 神奈川0168

東京0359 東京W1051 神奈川0179

東京0371 東京W1078 神奈川0181

東京0400 東京W1094 神奈川0184

東京0407 東京W1105 神奈川0192

東京0423 東京W1108 神奈川0194

東京0427 東京W1117 神奈川W1021

東京0449 東京W1127 神奈川W1026
東京0457 東京W1131 神奈川W1046

東京0459 東京W1141 神奈川W1052

東京0479 東京W1150 神奈川W1059

東京0531 東京W1189 神奈川W1063

東京0537 東京W1212 神奈川W1071

東京0539 東京W1219 神奈川W1072

東京0587 東京W1237 神奈川W1082

東京0602 東京W1242 神奈川W1085

東京0605 東京W1249 長野0002

東京0607 東京W1263 長野W1001

東京0610 東京W1287 長野W1010

東京0613 東京W1288 静岡0023

東京0626 東京W1314 静岡0028

東京0630 東京W1324 静岡0036

東京0640 東京W1325 静岡0043

東京0641 東京W1336

東京0654 東京W1388



４　中部方面隊

富山1005 大阪1653 奈良5005

富山1014 大阪1664 奈良5008

岐阜1012 大阪1666 奈良W6001

愛知1001 大阪1672 奈良W6008

愛知1008 大阪1706 和歌山1001

愛知1041 大阪1716 和歌山1010

愛知1049 大阪1720 和歌山1017

愛知1055 大阪3501 和歌山1030

愛知1064 大阪3507 和歌山W4004

愛知1091 大阪3510 和歌山W4005

愛知1095 大阪3512 和歌山W4016

愛知W1534 大阪3523 鳥取W1002

愛知W1540 大阪3529 島根1003

愛知3005 大阪3548 岡山W1505

愛知3006 大阪W4562 広島6004

愛知3008 大阪W4584 広島6009

三重W1020 大阪W6531 広島6018

滋賀8101 兵庫5001 広島W6211

滋賀8109 兵庫5012 広島W6214

京都1001 兵庫5015 山口1009

京都1011 兵庫5029 山口1032

京都1016 兵庫5058 山口1033
京都1035 兵庫5061 徳島5007

京都2005 兵庫5118 徳島W6003

京都W4002 兵庫5119 香川1025

京都W4024 兵庫5122 香川1028

京都W4027 兵庫5123 香川1031

大阪1506 兵庫5124 香川1037

大阪1510 兵庫5128 香川1044

大阪1520 兵庫5130 香川1047

大阪1531 兵庫5138 香川1050

大阪1537 兵庫5151 香川W1514

大阪1538 兵庫5158 香川W1519

大阪1545 兵庫W5526 香川W1527

大阪1586 兵庫W5528 愛媛1034

大阪1601 兵庫W5533 愛媛1037

大阪1609 兵庫W5534 愛媛1062

大阪1615 兵庫W5538 愛媛W1012

大阪1617 兵庫W5567 愛媛W1089

大阪1650 奈良5003



５　西部方面隊

福岡1008 福岡3044 熊本1038

福岡W1074 福岡3086 鹿児島1023

福岡W1162 福岡W3111 鹿児島1037

福岡2066 福岡5039 鹿児島1043

福岡2193 長崎W1046 鹿児島1078

福岡2210 大分1026 沖縄1008

福岡3042 大分1035 沖縄W1022


