
１　北部方面隊

札幌1007 札幌1046 札幌1108

札幌1033 札幌1049 札幌W2029

札幌1038 札幌1050 札幌W2030

札幌1039 札幌1056 函館0005

札幌1042 札幌1080 函館0006

２　東北方面隊

青森1002 宮城0046 福島0006

岩手W2003 宮城0050 福島0008

宮城0006 宮城W1005 福島0009

宮城0026 宮城W1013

３　東部方面隊

茨城0023 埼玉W1042 千葉W1039

茨城0032 千葉0005 千葉W1060

茨城0055 千葉0006 東京0015

茨城W1011 千葉0008 東京0021

茨城W1024 千葉0061 東京0026

群馬0029 千葉0064 東京0033

埼玉0002 千葉0082 東京0034

埼玉0035 千葉0084 東京0035

埼玉0079 千葉0111 東京0048

埼玉0081 千葉0113 東京0070

埼玉0093 千葉0129 東京0087

埼玉0094 千葉0165 東京0111

埼玉0120 千葉0189 東京0127

埼玉W1008 千葉W1020 東京0159
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３　東部方面隊（続き）

東京0180 東京0598 神奈川0044

東京0227 東京0613 神奈川0045

東京0232 東京0620 神奈川0046

東京0268 東京0627 神奈川0047

東京0281 東京0634 神奈川0050

東京0282 東京0636 神奈川0056

東京0298 東京0647 神奈川0061

東京0303 東京0678 神奈川0068

東京0308 東京0679 神奈川0078

東京0314 東京0717 神奈川0093

東京0328 東京0720 神奈川0105

東京0359 東京0725 神奈川W1005

東京0380 東京0736 神奈川W1007

東京0384 東京0754 神奈川W1013

東京0387 東京W1049 神奈川W1026

東京0425 東京W1062 神奈川W1044

東京0434 東京W1076 神奈川W1057

東京0446 東京W1108 新潟0003

東京0483 東京W1120 新潟0009

東京0496 東京W1151 山梨0023

東京0516 東京W1172 長野0014

東京0520 東京W1211 長野0019

東京0521 東京W1220 静岡0002

東京0523 東京W1221 静岡0016

東京0532 東京W1237 静岡0026

東京0574 神奈川0040 静岡0044

東京0587 神奈川0041



４　中部方面隊

富山1019 大阪1514 大阪W6532

富山W1504 大阪1518 兵庫5003

石川W2005 大阪1519 兵庫5009

岐阜8011 大阪1521 兵庫5010

愛知1026 大阪1526 兵庫W5024

愛知1030 大阪1531 兵庫5030

愛知1042 大阪1532 兵庫5040

愛知W1515 大阪1533 兵庫5043

愛知2008 大阪1539 兵庫5044

愛知2012 大阪1554 兵庫5053

愛知2015 大阪1558 兵庫W5058

愛知2016 大阪1583 兵庫5061

愛知2036 大阪1595 兵庫5086

愛知2044 大阪1627 兵庫5087

愛知3008 大阪1631 兵庫5103

愛知3014 大阪1633 兵庫5125

愛知3016 大阪1663 兵庫5155

愛知3017 大阪3512 兵庫W5167

愛知3018 大阪3516 兵庫5170

三重1016 大阪3525 兵庫5185

三重1020 大阪3526 兵庫W5192

京都1003 大阪3535 兵庫5213

京都1016 大阪3539 兵庫5214

京都1023 大阪W4005 兵庫5218

京都1071 大阪W4032 兵庫5230

京都1081 大阪W4504 兵庫5234

京都1082 大阪W4522 兵庫W5265

京都W4005 大阪W4523 兵庫W5292

京都W4029 大阪W4526 兵庫W5307

大阪1004 大阪W4548 兵庫W5319

大阪1011 大阪W4552 兵庫5322

大阪1068 大阪W6522 奈良W6012



４　中部方面隊（続き）

和歌山1004 広島6001 香川1047

和歌山1010 広島6008 香川W2010

和歌山1011 広島6031 香川W2012

和歌山1012 広島6038 愛媛1015

和歌山1014 広島W6210 愛媛1016

和歌山1019 広島W6214 愛媛W1025

和歌山1028 徳島5011 愛媛1030

和歌山W1504 香川1005 愛媛1040

和歌山W1505 香川1006 愛媛1052

和歌山W1506 香川1015 愛媛1077

和歌山2004 香川1043 愛媛1099

岡山1052

５　西部方面隊

福岡1003 福岡3086 熊本1004

福岡1048 福岡3095 熊本1042

福岡1071 福岡3102 熊本1059

福岡2011 福岡W5004 宮崎1034

福岡2014 長崎1009 宮崎1067

福岡2017 長崎1017 宮崎1087

福岡2035 長崎W1021 宮崎1088

福岡2073 長崎W1029 宮崎1114

福岡2102 長崎W1049 宮崎1126

福岡2116 長崎1069 宮崎1130

福岡W2158 長崎W1093 鹿児島1050

福岡2160 長崎1102 鹿児島1088

福岡2212 大分1011 鹿児島1109

福岡3010 大分1028 沖縄1062

福岡3025 大分1032


