
１　北部方面隊

札幌1001 札幌1041 札幌1101

札幌1021 札幌1043 札幌W2001

札幌1023 札幌1050 札幌W2018

札幌1029 札幌1051 旭川1006

札幌1031 札幌1060 帯広W0050

札幌1034 札幌1077

札幌1035 札幌1099

２　東北方面隊

宮城0004 宮城0017 福島0006

宮城0005 宮城0030 福島0010

宮城0006 宮城0037

３　東部方面隊

茨城0053 埼玉0048 千葉0014

茨城0066 埼玉0052 千葉0038

茨城W1015 埼玉0087 千葉0045

茨城W1043 埼玉0102 千葉0049

茨城W1048 埼玉0114 千葉0060

栃木0010 埼玉0125 千葉0066

栃木0011 埼玉W1021 千葉0067

栃木0014 埼玉W1023 千葉0102

栃木0026 埼玉W1062 千葉W1008

栃木W1006 埼玉W1068 千葉W1009

群馬0003 千葉0001 千葉W1012

群馬0012 千葉0008 千葉W1013

群馬W1006 千葉0009 千葉W1030

埼玉0035 千葉0012 千葉W1033
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３　東部方面隊（続き）

千葉W1049 東京0289 東京W1183

千葉W1052 東京0332 東京W1194

東京0003 東京0333 東京W1197

東京0006 東京0362 東京W1204

東京0019 東京0364 東京W1229

東京0025 東京0377 東京W1233

東京0027 東京0425 東京W1256

東京0028 東京0447 東京W1293

東京0035 東京0456 東京W1301

東京0042 東京0494 東京W1315

東京0049 東京0522 東京W1328

東京0054 東京0525 神奈川0040

東京0055 東京0532 神奈川0043

東京0073 東京0551 神奈川0046

東京0084 東京0564 神奈川0049

東京0098 東京0567 神奈川0050

東京0104 東京0592 神奈川0055

東京0116 東京0614 神奈川0063

東京0128 東京0625 神奈川0076

東京0160 東京0645 神奈川0077

東京0161 東京0681 神奈川0085

東京0168 東京W1001 神奈川0131

東京0178 東京W1004 神奈川0159

東京0180 東京W1022 神奈川0187

東京0200 東京W1025 神奈川W1001

東京0212 東京W1032 神奈川W1003

東京0224 東京W1044 神奈川W1005

東京0225 東京W1054 神奈川W1008

東京0229 東京W1061 神奈川W1041

東京0232 東京W1080 神奈川W1081

東京0238 東京W1106 神奈川W1092

東京0241 東京W1107 新潟0007

東京0245 東京W1108 山梨0027

東京0247 東京W1114 山梨W1006

東京0283 東京W1126 静岡0027

東京0286 東京W1181



４　中部方面隊

富山1010 大阪1527 兵庫5104

富山1011 大阪1552 兵庫5110

富山1013 大阪1557 兵庫5115

岐阜W8203 大阪1566 兵庫5148

愛知1060 大阪1567 兵庫5152

愛知1065 大阪1584 兵庫5154

愛知1067 大阪1597 兵庫5158

愛知1091 大阪1608 兵庫5160

愛知1094 大阪1646 兵庫5171

愛知1100 大阪1647 兵庫5180

愛知1101 大阪1652 兵庫5184

愛知1112 大阪1667 兵庫5188

愛知W1506 大阪1903 兵庫W5506

愛知W1521 大阪W4522 兵庫W5543

愛知3009 大阪W4533 兵庫W5555

愛知3013 大阪W4560 兵庫W5571

愛知3016 大阪W4901 奈良5003

愛知3019 兵庫5008 奈良5022

三重1022 兵庫5009 奈良W6001

滋賀8104 兵庫5011 奈良W6201

京都1005 兵庫5014 和歌山1004

京都1028 兵庫5015 和歌山1007

京都1030 兵庫5016 和歌山1022

京都1062 兵庫5020 和歌山1028

京都1065 兵庫5040 和歌山1029

京都1067 兵庫5045 和歌山1030

京都1078 兵庫5047 和歌山1031

京都2001 兵庫5052 和歌山1034

京都2013 兵庫5053 和歌山W1506

大阪1002 兵庫5071 和歌山W1510

大阪1006 兵庫5072 和歌山2005

大阪1018 兵庫5091 和歌山W2507

大阪1519 兵庫5101 和歌山W2509



４　中部方面隊（続き）

和歌山W2512 香川1019 香川1044

岡山1015 香川1029 香川1046

岡山W1522 香川1030 香川W2016

広島6022 香川1032 高知1001

徳島5009 香川1033 高知W1501

徳島5014 香川1040

香川1006 香川1041

５　西部方面隊

福岡1058 福岡W2258 熊本1002

福岡1059 福岡3010 熊本1003

福岡W1104 福岡3015 熊本W1033

福岡1168 福岡3032 宮崎1025

福岡1173 福岡3061 宮崎1077

福岡2023 福岡3086 鹿児島1066

福岡2055 福岡3088 鹿児島1069

福岡2114 福岡3094 鹿児島1097

福岡2119 福岡W3104 沖縄1004

福岡W2181 福岡W3141 沖縄1035

福岡2197 福岡W3181 沖縄1043

福岡2225 大分1010
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