
合格者 14名 （五⼗⾳順 敬称略）

会 社 名（所属組合） 電 話 番 号

1 井上 泰三 個⼈タクシー事業団協同組合 03-3426-6151
2 岸川 浩三 ⼭三交通株式会社 03-3647-8674
3 ⼩⾦井 嵩 ⼤和⾃動⾞株式会社 03-3633-6611
4 ⼩林 祥郎 ⼤東京⾃動⾞株式会社 03-5491-8400
5 関 哲也 品川⾃動⾞タクシー株式会社 03-3955-3114
6 関根 ⼀雄 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
7 ⾕北 樹也 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
8 ⽥ 智⾏ ⽇本⾃動⾞交通株式会社 03-3337-3102
9 ⻄川 永徹 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
10 ⽻岡 則夫 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
11 早坂 徳之 ⼤和⾃動⾞交通江東株式会社 03-3633-6612
12 吉本 殖 東京ひかり交通株式会社 03-5714-7810
※合格者14名のうち2名につきましては本⼈の希望により掲載を控えさせていただきます。

合格者 9名 （五⼗⾳順 敬称略）

会 社 名（所属組合） 電 話 番 号

1 稲川 邦雄 新和⾃動⾞株式会社 03-3683-3581
2 岩澤 信朗 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
3 内⽥ 春樹 国際⾃動⾞株式会社城⻄ 03-5530-6001
4 古⼩路 宝 国際⾃動⾞株式会社城東 03-5530-6001
5 平 厚司 国際⾃動⾞株式会社東雲 03-5530-6001
6 中島 洋⼦ ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
7 松井 茂樹 株式会社ジャパンプレミアム 050-3786-6185
8 ⽮部 ⼀志 ⼤和⾃動⾞交通江東株式会社 03-3633-6612

※合格者9名のうち1名につきましては本⼈の希望により掲載を控えさせていただきます。

合格者 12名 （五⼗⾳順 敬称略）

会 社 名（所属組合） 電 話 番 号

1 ⾚堀 宏司 江⼾川総業株式会社 03-3656-5666
2 ⼤⼭ 幸浩 豊⽟タクシー株式会社 03-3993-2411
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⽒  名
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3 鈴⽊ 栄城 昭栄⾃動⾞株式会社 03-3886-4177
4 髙橋 ⼤輔 荏原交通株式会社 03-3704-2311
5 ⽥上 和夫 ⽻⽥交通株式会社 03-5755-2577
6 辻 園⼦ ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
7 中⼭ 哲成 弥⽣交通株式会社 03-3372-8411
8 秦 邦晴 昭栄⾃動⾞株式会社 03-3886-4177
9 ⽔澤 淳⼀ 昭栄⾃動⾞株式会社 03-3886-4177
10 村上 邦彦 新和⾃動⾞株式会社 03-3683-3581
11 ⼭陰 秀雄 ヒノデ第⼀交通株式会社 03-3654-4121
12 ⼭﨑 康⼀ 新星⾃動⾞株式会社 03-3385-3146

合格者 15名 （五⼗⾳順 敬称略）

会 社 名（所属組合） 電 話 番 号

1 ⼤久保 ⻫ 第⼀交通株式会社 03-5208-1577
2 笠原 眞理男 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
3 貞⽅ ⼀郎 関東⾃動⾞交通株式会社 03-3652-6606
4 清⽔ 浩 東都タクシー株式会社 03-3987-1455
5 ⽥島 利幸 マルコーリムジン株式会社 03-3897-8888
6 ⽴花 顕⼀ 帝都⾃動⾞交通株式会社 03-6262-3311
7 ⽥中 勝 株式会社ジャパンプレミアム 050-3786-6185
8 鎭守 敏貢 新和⾃動⾞株式会社 03-3683-3581
9 辻 隆 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
10 中村 伸 東洋交通株式会社 03-5970-9300
11 吉村 剛⼀ 美松交通株式会社 03-3631-0831
12 リン チピン 荏原交通株式会社 03-3783-6161

※合格者15名のうち3名につきましては本⼈の希望により掲載を控えさせていただきます。

合格者 16名 （五⼗⾳順 敬称略）

会 社 名（所属組合） 電 話 番 号

1 髙佐 幸伸 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
2 ⼩林 喜代⽂ 荏原交通株式会社 03-3783-6161
3 笹川 茂⼀ 豊⽟タクシー株式会社 03-3993-2411
4 佐々⽊ 与志夫 東京都個⼈タクシー協同組合 03-3384-1351
5 富⼭ 雅之 東京七福交通株式会社 03-3809-1729
6 ⻑井 邦翁 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
7 ⻑島 健治 帝都⾃動⾞交通株式会社 03-6262-3311

⽒  名
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8 中村 晃 東部個⼈タクシー事業協同組合 03-5976-9111
9 ⼆宮 ⼀夫 新進タクシー株式会社 03-3966-8301
10 本間 晴智 ⾼円寺交通株式会社 03-3312-5376
11 松浦 ⿓彦 ⼩⽥急交通株式会社 03-3455-3501
12 松原 裕明 帝都⾃動⾞交通株式会社 03-6262-3311
13 三宅 剛⼠ 東洋交通株式会社 03-5970-9300
14 ⽶光  淳 冨⼠⾃動⾞株式会社 03-3611-2111

※合格者16名のうち2名につきましては本⼈の希望により掲載を控えさせていただきます。

合格者 14名 （五⼗⾳順 敬称略）
会 社 名（所属組合） 電 話 番 号

1 浅井 章 京急交通株式会社 03-3474-2262
2 ⽯渡 貴章 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
3 緒⽅ 実 宮園⾃動⾞株式会社 03-3362-7557
4 ⼩林 ⺠司 帝都⾃動⾞交通株式会社 03-6262-3311
5 鈴⽊ 敏治 ⾶⿃交通第六株式会社 03-3522-3261
6 ⽥井 智之 キャピタルモータース株式会社 03-3396-5161
7 ⽥村 信治 ⼤栄交通株式会社 03-3969-3481
8 中⼭ 茂 恵豊⾃動⾞交通株式会社 03-3771-3709
9 花俣 裕⼆ ⽇の丸交通株式会社 03-3815-4991
10 平出 英樹 ⼤和⾃動⾞王⼦株式会社 03-3911-3286
11 ⽔落 雅哉 ⼤和⾃動⾞王⼦株式会社 03-3911-3286
12 村⽥ 徹 ⽇⽣交通株式会社 03-3200-2215
13 安永 典⽣ 昭栄⾃動⾞株式会社 03-3886-4177
14 脇坂 浩 第⼀交通株式会社 03-3870-7111

合格者 15名 （五⼗⾳順 敬称略）
会 社 名（所属組合） 電 話 番 号

1 阿部 賢⼀ ふじ交通有限会社 03-3857-0777
2 阿部 敏 ⼤和⾃動⾞交通⽻⽥株式会社 03-5767-0581
3 浦川 真理 昭栄⾃動⾞株式会社 03-3886-4177
4 ⼩⽥嶋 ⼀憲 第⼀交通株式会社 03-5208-1577
5 ⾦ 秀⼀ 株式会社グリーンキャブ 03-3202-5381
6 ⼩島 了太 太洋モータース株式会社 03-3750-1771
7 ⼩林 か代⼦ 京王⾃動⾞城⻄株式会社 042-314-8035
8 坂⽥ 重利 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
9 宍⼾ 邦貴 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336

第6回

⽒  名

第7回 平成30年1⽉24⽇実施

平成29年12⽉13⽇実施

⽒  名
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10 ⽵澤 暢晃 国際⾃動⾞株式会社新宿 03-3952-1316
11 永島 秀之 三和交通株式会社（板橋） 03-3930-5151
12 ⻄村 豊 東京都個⼈タクシー協同組合 03-3384-1351
13 平野 秀信 国際⾃動⾞株式会社新宿 03-3952-1316

※合格者15名のうち2名につきましては本⼈の希望により掲載を控えさせていただきます。

合格者 14名 （五⼗⾳順 敬称略）
会 社 名（所属組合） 電 話 番 号

1 稲垣 達也 ⾶⿃交通第六株式会社 03-3522-3261
2 ⼩野 明彦 ⾶⿃交通第七株式会社 03-5735-0911
3 鈴⽊ ⼀征 境交通株式会社 0422-32-1434
4 關 健⼀郎 東京ひかり交通株式会社 03-5714-7810
5 千葉 雄寿 第⼀交通株式会社 03-5208-1577
6 趙 ⽇宙 三和交通株式会社（板橋） 03-3930-5151
7 富樫 英治 国際⾃動⾞株式会社城⻄ 0422-76-5931
8 ⼭﨑 哲 ヒノデ第⼀交通株式会社 03-3654-4121
9 ⼭本 誠 国際⾃動⾞株式会社城⻄ 0422-76-5931
10 吉⽥ 博 春駒交通株式会社 03-3966-6261
11 若松 利政 株式会社グリーンキャブ 03-5948-7288
※合格者14名のうち3名につきましては本⼈の希望により掲載を控えさせていただきます。

合格者 9名 （五⼗⾳順 敬称略）
会 社 名（所属組合） 電 話 番 号

1 杉浦 寿範 株式会社⽇の丸交通猿江 03-3634-6531
2 綱島 浩之 株式会社⽇の丸交通TｏｋｙｏBａｙ 03-5679-6581
3 永澤 徹 ⽻⽥交通株式会社 03-5755-2577
4 永⽥ ⼤ 東洋交通株式会社 03-5970-9300
5 平⼭ 英昭 東洋交通株式会社 03-5970-9300
6 松岡 照雄 コスモ交通株式会社 03-5714-1450
7 松永 壮⼀郎 マコト交通株式会社 03-3614-2300
8 若林 裕⼀ 荏原交通株式会社 03-3783-6161

※合格者9名のうち1名につきましては本⼈の希望により掲載を控えさせていただきます。

⽒  名

第8回 平成30年2⽉28⽇実施

平成30年3⽉7⽇実施

⽒  名

第9回
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合格者 9名 （五⼗⾳順 敬称略）
会 社 名（所属組合） 電 話 番 号

1 伊藤 卓史 株式会社グリーンキャブ 03-5948-7288
2 神⽥ 寿良 東京都個⼈タクシー協同組合 03-3384-1351
3 ⼩市 ⼆郎 扇橋交通株式会社 03-3659-2221
4 鳰川 靖 株式会社グリーンキャブ 03-3202-5381
5 前川 瞬⼀郎 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
6 ⽔野 豊 ⾶⿃交通第六株式会社 03-3522-3261
7 森 健 国際⾃動⾞株式会社東雲 03-5520-5934
8 吉川 博美 株式会社⽇の丸リムジン 03-5689-0423

※合格者9名のうち1名につきましては本⼈の希望により掲載を控えさせていただきます。

合格者 17名 （五⼗⾳順 敬称略）
会 社 名（所属組合） 電 話 番 号

1 ⽯川 康博 冨⼠⾃動⾞株式会社 03-3611-2111
2 ⼤畠 英樹 ⽻⽥交通株式会社 03-5755-2577
3 加藤 朝春 株式会社グリーンキャブ 03-5948-7288
4 久保 祐⼦ 東京ヤサカ⾃動⾞株式会社 03-3743-4321
5 齋藤 孝樹 昭栄⾃動⾞株式会社 03-3886-4177
6 ⽥中 章 ⾶⿃交通第六株式会社 03-5628-2531
7 寺川 和秀 三信交通株式会社 03-3732-6571
8 中島 豪伸 ⾶⿃交通第五株式会社 03-5737-8001
9 中村 美寿 冨⼠⾃動⾞株式会社 03-3611-2111
10 野⼝ 宗成 株式会社アシスト 03-5242-0823
11 原澤 裕美 七福交通株式会社 03-3684-1729
12 福地 ⼒ ⼤丸交通株式会社 03-3691-2153
13 松尾 剛 株式会社グリーンキャブ 03-3202-5381
14 吉⽥ 明弘 株式会社東京シティエスコート 03-5292-1858
※合格者17名のうち3名につきましては本⼈の希望により掲載を控えさせていただきます。

合格者 17名 （五⼗⾳順 敬称略）
会 社 名（所属組合） 電 話 番 号

1 浅井 洋 株式会社ﾊﾛｰ･ﾄｰｷｮｰ 03-5653-2230
2 ⽯井 克夫 株式会社京浜ｷｬﾌﾞｼｽﾃﾑ 03-5758-6960
3 ⼤瀧 京⼦ 国際⾃動⾞株式会社城南 03-3766-5931

第11回 平成30年7⽉25⽇実施

⽒  名

⽒  名

第12回 平成30年8⽉29⽇実施

⽒  名

平成30年5⽉2⽇実施第10回
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4 岡⽥ 英太朗 国際交通株式会社 03-3901-1111
5 岡庭 美春 国光⾃動⾞株式会社 03-3474-5633
6 ⼩野 健史 葵交通株式会社 03-3382-1533
7 栗原 正⾼ 東京都個⼈ﾀｸｼｰ協同組合 03-3384-1351
8 境 健太 国際⾃動⾞株式会社東雲 03-5520-5934
9 菅野 正光 ⽻⽥交通株式会社 03-5755-2577
10 髙𣘺 鉄⼆ 国際⾃動⾞株式会社城⻄ 0422-76-5931
11 堀川 浩成 株式会社東京ｼﾃｨｴｽｺｰﾄ 03-5292-1858
12 渡辺 泰彦 昭栄⾃動⾞株式会社 03-3886-4177
※合格者17名のうち5名につきましては本⼈の希望により掲載を控えさせていただきます。

合格者 16名 （五⼗⾳順 敬称略）
会 社 名（所属組合） 電 話 番 号

1 岩越 康卓 国際⾃動⾞株式会社東雲 03-5520-5934
2 ⾦井 千晴 平和⾃動⾞交通株式会社 03-3623-5231
3 客本 秀幸 株式会社東京ｼﾃｨｴｽｺｰﾄ 03-5292-1858
4 ⾦ 聖浩 国産⾃動⾞交通株式会社 03-3994-3333
5 熊⾕ 英哉 株式会社⽇の丸交通TｏｋｙｏBａｙ 03-5679-6581
6 髙橋 建介 ⼤和⾃動⾞王⼦株式会社 03-3911-3286
7 舘川 喜年 株式会社東京ｼﾃｨｴｽｺｰﾄ 03-5292-1858
8 ⽥中 喜政 三和交通株式会社（板橋） 03-3930-5151
9 庭⼭ 哲⼆ 東京ｳｴｽﾀｰﾝ交通株式会社 03-3389-2181
10 橋本 光平 株式会社東京ｼﾃｨｴｽｺｰﾄ 03-5292-1858
11 浜本 直哉 三和交通株式会社（荒川） 03-3801-5311
12 森 徹也 ﾗｯｷｰﾀｸｼｰ株式会社 03-3559-0301
13 森⽥ 正⼈ 江⼾川総業株式会社 03-3656-5666
※合格者16名のうち3名につきましては本⼈の希望により掲載を控えさせていただきます。

合格者 16名 （五⼗⾳順 敬称略）
会 社 名（所属組合） 電 話 番 号

1 秋⼭ 裕保 国際⾃動⾞株式会社城⻄ 0422-76-5931
2 阿部 ⼤太 新和⾃動⾞株式会社 03-3683-3581
3 泉 吉夫 昭栄⾃動⾞株式会社 03-3886-4177
4 磯⽥ 恭司 ⽇本⾃動⾞交通株式会社 03-3337-3102
5 加藤 洋⼀郎 東京ウエスターン交通株式会社 03-3389-2181
6 ⼩林 洋⼦ ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
7 ⻄條 敬智 ⼤和⾃動⾞王⼦株式会社 03-3911-3286
8 橋場 巨卓 国際⾃動⾞株式会社城南 03-3766-5931

第13回

⽒  名

⽒  名

第14回 平成30年10⽉17⽇実施

平成30年9⽉12⽇実施
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9 平川 誠 昭栄⾃動⾞株式会社 03-3886-4177
10 吉澤 雷太 株式会社織⽥タクシー 03-5851-1181
11 吉⽥ 健⼀ 東京合同⾃動⾞株式会社 03-3803-2831
12 吉⽥ 武 東京都個⼈タクシー協同組合 03-3384-1351
※合格者16名のうち4名につきましては本⼈の希望により掲載を控えさせていただきます。

合格者 18名 （五⼗⾳順 敬称略）
会 社 名（所属組合） 電 話 番 号

1 相原 信⾏ 芙蓉第⼀交通株式会社 03-3738-7186
2 池⽥ ⽅光 ⽇興タクシー株式会社 03-5944-3411
3 遠藤 匠 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
4 ⼤久保 学 ヒノデ第⼀交通株式会社 03-3654-4121
5 ⻑⽥ 敏⾏ 三陽⾃動⾞交通株式会社 03-3641-3105 
6 川畑 修 新和⾃動⾞株式会社 03-3683-3581 
7 久保 誠 東京ひかり交通株式会社 03-5714-7810 
8 佐野 浩則 東京都個⼈タクシー協同組合 03-3384-1351
9 鈴⽊ 健⼀ 芙蓉第⼀交通株式会社 03-3738-7186
10 武内 健⼀ 国際⾃動⾞株式会社城東 03-6802-3577 
11 ⽥中 豊彦 新進タクシー株式会社 03-3966-8301
12 野中 則廣 昭和⾃動⾞株式会社 03-3999-9611
13 朴 永⽃ 国際⾃動⾞株式会社城⻄ 0422-76-5931
14 森本 隆弘 東洋交通株式会社 03-5970-9300
15 ⼭本 泰三 東洋交通株式会社 03-5970-9300
16 和久井 剛 ⼤和⾃動⾞交通江東株式会社 03-3633-6612
※合格者18名のうち2名につきましては本⼈の希望により掲載を控えさせていただきます。

合格者 18名 （五⼗⾳順 敬称略）
会 社 名（所属組合） 電 話 番 号

1 秋⾕ 桂⼦ 昭栄⾃動⾞株式会社 03-3886-4177
2 ⽯井 ⼤輔 代々⽊⾃動⾞株式会社 03-3370-7231
3 ⽯⽥ 正弘 国際⾃動⾞株式会社城北 03-6802-3577
4 岩出 直史 新⽇本交通株式会社（杉並） 03-3381-0333
5 内⽥ 信悟 国際⾃動⾞株式会社城南 03-3764-5931
6 岡本 慶久 ⼤和⾃動⾞交通江東株式会社 03-3633-6612
7 加藤 潤 宮城交通株式会社 03-5966-4552
8 菊池 昭⼆ 国際⾃動⾞株式会社城東 03-3967-0521
9 齋藤 英樹 ⼤和⾃動⾞王⼦株式会社 03-3911-3286
10 佐藤 宏之 ⽇個連東京都営業協同組合 03-5976-9111

⽒  名

⽒  名

第16回 平成30年12⽉12⽇実施

第15回 平成30年11⽉28⽇実施
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11 花岡 正⼀ 東京ウエスターン交通株式会社 03-3389-2181
12 福⼭ 敏博 三和交通株式会社（荒川） 03-3801-5311
13 松本 康治 株式会社東京シティエスコート 03-5292-1858
14 三次 皇 国際⾃動⾞株式会社世⽥⾕ 03-3429-5396
15 ⼭中 幸喜 練⾺交通株式会社 03-3990-8441
16 渡邊 耕正 第⼀交通株式会社 03-3870-7111
※合格者18名のうち2名につきましては本⼈の希望により掲載を控えさせていただきます。

合格者 18名 （五⼗⾳順 敬称略）
会 社 名（所属組合） 電 話 番 号

1 池⽥ ⼤ 坂本⾃動⾞株式会社 03-3874-6461
2 ⼩野 裕⼀ 冨⼠⾃動⾞株式会社 03-3611-2111
3 帯津 由友 昭栄⾃動⾞株式会社 03-3886-4177
4 勝⼭ 隆治 坂本⾃動⾞株式会社 03-3874-6461
5 ⽊下 裕司 国際⾃動⾞株式会社東雲 03-5520-5934
6 ⿑藤 直⼈ ⽻⽥交通株式会社 03-5755-2577
7 末川 雄司 株式会社ｼﾞｬﾊﾟﾝﾌﾟﾚﾐｱﾑ 03-5858-9902
8 鈴⽊ 勲 ⾶⿃交通第六株式会社 03-5628-2531
9 ⽥⼝ 幸雄 国産⾃動⾞交通株式会社 03-3994-3333
10 中⻄ 史⼀ ⼤和⾃動⾞交通江東株式会社 03-3633-6612
11 野尻 裕⼈ ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
12 平⼭ 宏 リボンタクシー株式会社 03-3644-5050
13 星名 賢⼀ 扇橋交通株式会社 03-3659-2221
14 村井 裕明 練⾺交通株式会社 03-3990-8441
15 ⼭本 東 森永ﾀｸｼｰ株式会社 03-3691-2266
16 吉⽥ 宇広 株式会社ｼﾞｬﾊﾟﾝﾌﾟﾚﾐｱﾑ 03-5858-9902
※合格者18名のうち2名につきましては本⼈の希望により掲載を控えさせていただきます。

合格者 19名 （五⼗⾳順 敬称略）
会 社 名（所属組合） 電 話 番 号

1 飯塚 盛夫 ⼤和⾃動⾞株式会社 03-3633-6611
2 ⼤久保 太郎 国際⾃動⾞株式会社城南 03-3764-5931
3 ⼤塚 真⼈ リボンタクシー株式会社 03-3644-5050
4 河内 悠晃 有限会社ドリームインキュベーター 03-5837-3388
5 ⽥村 道和 台東タクシー株式会社 03-3872-5678
6 出⼝ 雅裕 国産⾃動⾞交通株式会社 03-3994-3333
7 中嶋 雄彦 東洋交通株式会社 03-5970-9300
8 ⻄林 仁⼦ 国際⾃動⾞株式会社世⽥⾕ 03-3429-5396

第17回

第18回 平成31年2⽉20⽇実施

⽒  名

平成31年1⽉30⽇実施

⽒  名
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9 平⽊ 康洋 国際⾃動⾞株式会社城⻄ 0422-76-5931
10 藤崎 正男 坂本⾃動⾞株式会社 03-3874-6461
11 藤森 隆太 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
12 樗澤 秀仁 国際⾃動⾞株式会社新宿 03-3952-1316
13 松浦 操平 国際⾃動⾞株式会社世⽥⾕ 03-3429-5396
14 森⼭ ⾥樹 品川交通株式会社 03-3471-4428
15 柳 歩 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
16 吉原 亮 東京都個⼈タクシー協同組合 03-3384-1351
※合格者19名のうち3名につきましては本⼈の希望により掲載を控えさせていただきます。

合格者 17名 （五⼗⾳順 敬称略）
会 社 名（所属組合） 電 話 番 号

1 阿部 正寛 品川交通株式会社 03-3471-4428
2 安藤 吉⼀ ⼤和⾃動⾞交通江東株式会社 03-3633-6612
3 飯島 輝久 ロイヤルリムジン株式会社 03-5627-6184
4 泉 泰雅 杉並交通株式会社 03-5346-7535
5 井関 ⼀彦 ⽇個連東京都営業協同組合 03-5976-9111
6 射⼿園 健吾 昭栄⾃動⾞株式会社 03-3886-4177
7 宇都 克興 品川交通株式会社 03-3471-4428
8 ⾦⼦ 泰之 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
9 隈元 光 ⼤和⾃動⾞交通江東株式会社 03-3633-6612
10 ⼩出 伸⾏ 東京ウエスターン交通株式会社 03-3389-2181
11 齋藤 義晴 冨⼠⾃動⾞株式会社 03-3611-2111
12 増永 守志 ⼤和⾃動⾞交通⽻⽥株式会社 03-5767-0581
13 三宅 豊 キャピタルモータース株式会社 03-3396-5161
14 ⼋⽊ 真 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
※合格者17名のうち3名につきましては本⼈の希望により掲載を控えさせていただきます。

合格者 18名 （五⼗⾳順 敬称略）
会 社 名（所属組合） 電 話 番 号

1 上⻄ 直⼈ ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
2 岡⽥ 哲 東都中央⾃動⾞株式会社 03-3987-1455
3 ⼩野 浩⼆ 無所属個⼈ 090-1735-9142
4 佐々⽊ 智之 国際⾃動⾞株式会社城東 03-6802-3577
5 佐藤 光茂 坂本⾃動⾞株式会社 03-3874-6461
6 神宮路 剛 ⼤和⾃動⾞株式会社 03-3633-6611
7 ⽵内 幸雄 ⽇個連東京都営業協同組合 03-5976-9111
8 ⽥中 瑛⼈ 実⽤興業株式会社 03-3691-1561

第19回 平成31年3⽉13⽇実施

⽒  名

第20回 令和元年6⽉26⽇実施

⽒  名
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9 ⽥鍋 ⽂崇 杉並交通第⼆株式会社 03-3384-1351
10 早川 伊知郎 練⾺交通株式会社 03-3990-8441
11 松澤 信彦 国際⾃動⾞株式会社世⽥⾕ 03-3429-5396
12 保⽥ 惠三 東都中央⾃動⾞株式会社 03-3987-1455
13 ⼭﨑 理⼯ 国際⾃動⾞株式会社新宿 03-3952-1316
※合格者18名のうち5名につきましては本⼈の希望により掲載を控えさせていただきます。

合格者 19名 （五⼗⾳順 敬称略）
会 社 名（所属組合） 電 話 番 号

1 上原 実 キャピタルオート株式会社 03-3396-0563
2 岡村 古都 昭栄⾃動⾞株式会社 03-3886-4177
3 折井 泰弘 株式会社⼋重洲タクシー 03-5732-3355
4 キャッシュ マイケル ふじ交通有限会社 03-3857-0777
5 屬 正明 昭栄⾃動⾞株式会社 03-3886-4177
6 柴﨑 聡 第⼀交通株式会社 03-5208-1577
7 清⽔ 敏雄 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
8 ⾼橋 洋幸 京⻄交通株式会社 0422-44-5344
9 武部 弘明 江⼾川総業株式会社 03-3656-5666
10 天童 将勝 京⻄交通株式会社 0422-44-5344
11 ⻄岡 友祈 本州⾃動⾞株式会社 0422-44-6151
12 平峰 昌吾 東都中央⾃動⾞株式会社 03-3987-1455
13 美和 嘉晴 ⽇本⾃動⾞交通株式会社 03-3337-3102
14 ムオンベキ アルバート コンドルタクシー株式会社 03-3992-0191
※合格者19名のうち5名につきましては本⼈の希望により掲載を控えさせていただきます。

合格者 16名 （五⼗⾳順 敬称略）
会 社 名（所属組合） 電 話 番 号

1 池⽥ 和久 国際⾃動⾞株式会社城東 03-6802-3577
2 王 鳴 新都交通株式会社 03-3907-1729
3 ⼤島 智樹 株式会社ワイエム交通 03-5569-5022
4 ⾦森 裕太郎 東京ひかり交通株式会社 03-5714-7810
5 栗原 昇 昭栄⾃動⾞株式会社 03-3886-4177
6 ⽥中 千久 品川交通株式会社 03-3471-4428
7 布⽬ 俊介 国際⾃動⾞株式会社城⻄ 0422-76-5931
8 箕輪 恒夫 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
9 茂⽊ 淑充 親切タクシー株式会社 03-3312-6266

※合格者16名のうち7名につきましては本⼈の希望により掲載を控えさせていただきます。

第22回 令和元年8⽉28⽇実施

⽒  名

第21回 令和元年7⽉24⽇実施

⽒  名

10



合格者 15名 （五⼗⾳順 敬称略）
会 社 名（所属組合） 電 話 番 号

1 ⾚崎 勝彦 えびす⾃動⾞株式会社 03-3743-0401
2 池内 和幸 代々⽊⾃動⾞株式会社 03-3370-7231
3 池⾕ 真⼀ 実⽤興業株式会社 03-3691-1561
4 ⼤⽥ 数重 ⼤和⾃動⾞交通江東株式会社 03-3633-6612
5 加賀⾕ 昌⼈ 株式会社ワイエム交通 03-5569-5022 
6 古関 寿⼀ ビゲスト株式会社 03-3420-1385
7 ⼩松 茂孝 杉並交通第⼆株式会社 03-3332-2345
8 佐⽥ 英之 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
9 鈴⽊ 雅博 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
10 納富 信裕 三陽⾃動⾞交通株式会社 03-3641-3105
11 ⻑⾕川 ⼀郎 品川交通株式会社 03-3471-4428
12 間野 祥弘 ⽇⽴⾃動⾞交通第三株式会社 03-5660-0333
13 三井 司郎 本州⾃動⾞株式会社 0422-44-6151
14 南沢 賢彦 豊⽟タクシー株式会社 03-3993-2411
※合格者15名のうち1名につきましては本⼈の希望により掲載を控えさせていただきます。

合格者 21名 （五⼗⾳順 敬称略）
会 社 名（所属組合） 電 話 番 号

1 稲垣 克児 ⼤和⾃動⾞交通江東株式会社 03-3633-6612
2 伊従 祐 ⼤同⾃動⾞株式会社 03-6908-3008
3 内海 利光 株式会社ハロー・トーキョー 03-5653-2230
4 ⼩栗 俊明 株式会社グリーンキャブ 03-5948-7288
5 加藤 功明 つばめ交通株式会社 03-3899-3471
6 ⾦⼦ 貴昭 株式会社グリーンキャブ 03-5948-7288
7 川合 徹也 国際⾃動⾞株式会社東雲 03-5520-5934
8 菊浦 秀之 品川交通株式会社 03-3471-4428
9 北村 範彦 昭栄⾃動⾞株式会社 03-3886-4177
10 齋藤 幸秀 昭栄⾃動⾞株式会社 03-3886-4177
11 佐々⽊ 祐滋 株式会社グリーンキャブ 03-3202-5381
12 那須野 幸治 東京ナイトタクシー株式会社 03-3693-8961
13 任 ⽂ 東京ひかり交通株式会社 03-5714-7810
14 三神 宏友 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
15 峯﨑 三千雄 ビゲスト株式会社 03-3420-1385
16 宮本 泰光 マルコータクシー株式会社 03-3853-8111
17 横井 隆興 株式会社⽇の丸交通⾜⽴ 03-3880-6111
18 川 誠 ⽇個連東京都営業協同組合 03-5976-9111
※合格者21名のうち3名につきましては本⼈の希望により掲載を控えさせていただきます。

令和元年度臨時第1回 令和元年9⽉25⽇実施

⽒  名

第23回 令和元年9⽉11⽇実施

⽒  名
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合格者 18名 （五⼗⾳順 敬称略）
会 社 名（所属組合） 電 話 番 号

1 ｱｽｷｬﾘﾈｼﾞｬﾄﾞ ﾎｼｬﾝｸﾞ 株式会社⽇の丸交通猿江 03-3634-6531
2 ⿇⽣ 元良 錨⾃動⾞株式会社 03-3429-7351
3 飯野 喜好 株式会社織⽥タクシー 03-5851-1181
4 ⼤熊 嘉宏 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
5 柏⽊ 憲⼆ 三和交通株式会社（板橋） 03-3930-5151
6 ⽊原 武志 東京りんかい交通株式会社 03-5534-6441
7 坂⼊ 勝正 ⼤国⾃動⾞交通株式会社 0422-31-6388
8 坂本 祐⼆ 春駒交通株式会社 03-3966-6261
9 佐々⽊ 剣⼀ 第⼀交通株式会社 03-3870-7111
10 佐藤 博昭 扇橋交通株式会社 03-3659-2221
11 ⽥原 寛佳 東京都個⼈タクシー協同組合 03-3384-1351
12 津⽥ 治彦 ⼭⼿交通株式会社 03-3956-3111
13 羽賀 隆也 ⼤和⾃動⾞交通江東株式会社 03-3633-6612
14 松尾 章次郎 昭栄⾃動⾞株式会社 03-3886-4177
15 藪⽥ 英幸 新都交通株式会社 03-3907-1729
※合格者18名のうち3名につきましては本⼈の希望により掲載を控えさせていただきます。

合格者 20名 （五⼗⾳順 敬称略）
会 社 名（所属組合） 電 話 番 号

1 ⻘⽊ 伸彦 和親交通株式会社 0422-47-7321
2 有⾺ 功⼈ ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
3 漆原 和幸 すばる交通株式会社（北千住） 03-5813-1881
4 神成 欣哉 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
5 佐藤 政明 ⽇個連東京都営業協同組合 03-5976-9111
6 佐原 武志 第⼀交通武蔵野株式会社 0422-27-8885
7 塩崎 誠 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
8 渋⾕ 寛之 京王⾃動⾞城南株式会社 042-314-8035
9 ⻘海 亮 ムサシ交通株式会社 03-5991-1161
10 寺本 和正 ⼤和⾃動⾞交通⽻⽥株式会社 03-5767-0581
11 中村 克則 昭栄⾃動⾞株式会社 03-3886-4177
12 ⾶⽥ 亮⼀ ⽇個連東京都営業協同組合 03-5976-9111
13 ⼭本 真⼈ 和親交通株式会社 0422-47-7321
※合格者20名のうち7名につきましては本⼈の希望により掲載を控えさせていただきます。

令和元年10⽉16⽇実施

令和元年11⽉6⽇実施

⽒  名

第24回

令和元年度臨時第2回

⽒  名

12



合格者 22名 （五⼗⾳順 敬称略）
会 社 名（所属組合） 電 話 番 号

1 安藤 武典 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
2 ⼤川 博 帝都⾃動⾞交通株式会社 03-6262-3311
3 ⼤橋 知也 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
4 川村 規夫 ⼭三交通株式会社 03-3647-8674
5 ⽊村 亮 東洋交通株式会社 03-5970-9300
6 鈴⽊ 良和 国際⾃動⾞株式会社城東 03-6802-3577
7 ⽴花 秀仁 ⽇個連東京都営業協同組合 03-5976-9111
8 中⼭ 吉和 帝都⽇新交通株式会社 03-3744-6101
9 奈須 忠良 国際⾃動⾞株式会社世⽥⾕ 03-3429-5396
10 ⻄村 英敏 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
11 野村 泰三 株式会社グリーンキャブ 03-5948-7288
12 福島 嗣郎 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
13 峯 由果 株式会社⽇の丸交通⾜⽴ 03-3880-6111
14 森⼭ 雄⼀郎 陸王交通株式会社 03-3957-2111
15 吉野 弘明 練⾺交通株式会社 03-3990-8441
16 吉野 忠⾏ 東京都個⼈タクシー協同組合 03-3384-1351
※合格者22名のうち6名につきましては本⼈の希望により掲載を控えさせていただきます。

合格者 22名 （五⼗⾳順 敬称略）
会 社 名（所属組合） 電 話 番 号

1 会⽥ 靖治 東京太陽株式会社 03-5670-6778
2 伊藤 哲也 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
3 ⾦森 清久 国際⾃動⾞株式会社城⻄ 0422-76-5931
4 ⾦ 岱⻯ 陸王交通株式会社 03-3957-2111
5 ⼩林 ⼤樹 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
6 酒井 博章 ラッキータクシー株式会社 03-3559-0301
7 ⾕川 俊司 東京都個⼈タクシー協同組合 03-3384-1351
8 ⼟⽥ 真治 東京エムケイ株式会社 03-5547-5547
9 渡久川 健次 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
10 栃⽊ 勝 ⼭三交通株式会社 03-3647-8674
11 中園 嗣郎 豊⽟タクシー株式会社 03-3993-2411
12 ⻑⽥ 潤也 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
13 林 克和 ⼤和⾃動⾞株式会社 03-3633-6611
14 藤⽥ 陽⼀ ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
15 持丸 靖興 ⼤輝交通株式会社 03-3718-5501
16 吉村 圭児 すばる交通株式会社第⼀ 03-3857-6001
※合格者22名のうち6名につきましては本⼈の希望により掲載を控えさせていただきます。

第26回

令和元年11⽉20⽇実施

⽒  名

第25回

令和元年12⽉11⽇実施

⽒  名
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合格者 23名 （五⼗⾳順 敬称略）
会 社 名（所属組合） 電 話 番 号

1 岩崎 達也 ⽇⽣交通株式会社 03-3200-2215
2 ⼤⼭ 髙志 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
3 加藤 昌宏 株式会社グリーンキャブ 03-3202-5381
4 北舘 泰宏 荏原交通株式会社 03-3783-6161
5 ⽊村 光孝 キャピタルモータース株式会社 03-3396-5161
6 久保 雅⾏ 株式会社⽇の丸交通TｏｋｙｏBａｙ 03-5679-6581
7 ⽵内 隆 国光⾃動⾞株式会社 03-3474-5633
8 ⾕⼭ 英⼀ すばる交通株式会社（北千住） 03-5813-1881
9 永井 基紀 東京エムケイ株式会社 03-5547-5547
10 中川 裕治 森永タクシー株式会社 03-3691-2266
11 松本 洋⼀郎 東京都個⼈タクシー協同組合 03-3384-1351
12 ⼭岡 ⼀幸 国際⾃動⾞株式会社城⻄ 0422-76-5931
13 ⼭岸 万元 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
14 ⼭⼝ 武夫 株式会社グリーンキャブ 03-3202-5381
15 ⼭⼝ 俊雄 平和交通⽻⽥株式会社 03-3741-3111
16 ⼭下 朋之 国際⾃動⾞株式会社城⻄ 0422-76-5931
※合格者23名のうち7名につきましては本⼈の希望により掲載を控えさせていただきます。

合格者 22名 （五⼗⾳順 敬称略）
会 社 名（所属組合） 電 話 番 号

1 ⽯川 勝敏 東都⾃動⾞交通株式会社 03-3987-1455
2 遠藤 ⽃紀雄 京王⾃動⾞城⻄株式会社 042-314-8035
3 ⼤内 友和 品川タクシー株式会社 03-3471-4174
4 ⼤野 創 昭栄⾃動⾞株式会社 03-3886-4177
5 ⼤橋 基堅 ⾶⿃⾃動⾞株式会社 03-3558-0190
6 岡﨑 隼⼈ ⽇⽉東交通株式会社 03-3672-3151
7 カン ヒョンミョン 国際⾃動⾞株式会社新宿 03-3952-1316
8 菅家 律夫 ⼭三交通株式会社 03-3647-8674
9 清⽔ 尚 国際⾃動⾞株式会社城南 03-3764-5931
10 鈴⽊ 誠⼀ 昭栄⾃動⾞株式会社 03-3886-4177
11 東島 清⼆ ラッキータクシー株式会社 03-3559-0301
12 中村 紀夫 ⽇興タクシー株式会社 03-5944-3411
13 松岡 直也 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
14 丸⼭ 博⼀ 昭栄⾃動⾞株式会社 03-3886-4177
15 ⼭下 恵介 国際⾃動⾞株式会社城⻄ 0422-76-5931
16 ⼭下 英昭 ⽇⽉東交通株式会社 03-3672-3151
17 ⼭本 正義 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336

令和元年度臨時第3回

⽒  名

令和元年12⽉25⽇実施

⽒  名

第27回 令和2年1⽉29⽇実施
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18 横⼭ ひろみ 国際⾃動⾞株式会社城⻄ 0422-76-5931
19 リプソン アレクサンダーポール ⽇の丸交通株式会社 03-3815-4991
※合格者22名のうち3名につきましては本⼈の希望により掲載を控えさせていただきます。

合格者 23名 （五⼗⾳順 敬称略）
会 社 名（所属組合） 電 話 番 号

1 ⻘嶋 克久 ⽇⽴⾃動⾞交通第⼆株式会社 03-3605-5181
2 ⼤塚 泰 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
3 ⼤野 雅之 帝都⾃動⾞交通株式会社 03-6262-3311
4 ⼤原 浩 ⽇個連東京都営業協同組合 03-5976-9111
5 ⼤村 卓也 国際⾃動⾞株式会社世⽥⾕ 03-3429-5396
6 川上 ⻯也 互助交通有限会社 03-3635-3911
7 菊地 雄⼀ 国際交通株式会社 03-3901-1111
8 桐⽥ 尚明 つばめ交通株式会社 03-3899-3471
9 ⼩林 智久 榮交通株式会社 03-3741-6555
10 ⾦ 寛⼆朗 国際⾃動⾞株式会社城⻄ 0422-76-5931
11 重⽵ ⼀雄 帝都⾃動⾞交通株式会社 03-6262-3311
12 島⽥ 典明 京王⾃動⾞城南株式会社 042-314-8035
13 下⼭ ⾼央 荏原交通株式会社 03-3783-6161
14 神野 佳太郎 ⼤和⾃動⾞株式会社 03-3633-6611
15 菅原 賢⼀ 株式会社ジャパンプレミアム 03-5858-9902
16 ⽥中 健⼀ ⽇の丸交通株式会社 03-3815-4991
17 ⽥中 康義 品川交通株式会社 03-3471-4428
18 ⽥上 陽⼀ ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
19 露⽊ 晴彦 株式会社グリーンキャブ 03-3202-5381
20 濱⽥ 義久 本所タクシー株式会社 03-3622-7411
21 ベンスコビッチ エドワード 東京エムケイ株式会社 03-5547-5547
22 星野 奈夏 国際⾃動⾞株式会社城⻄ 0422-76-5931
※合格者23名のうち1名につきましては本⼈の希望により掲載を控えさせていただきます。

合格者 22名 （五⼗⾳順 敬称略）
会 社 名（所属組合） 電 話 番 号

1 淺野 雄平 東京七福タクシー株式会社 03-3696-1729
2 阿部 信司 新和⾃動⾞株式会社 03-3683-3581
3 池中 映介 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
4 ⽯井 千聡 株式会社ワイエム交通 03-5569-5022
5 内野 浩樹 国際⾃動⾞株式会社世⽥⾕ 03-3429-5396
6 浦尾 隆弘 東京都個⼈タクシー協同組合 03-3384-1351

第28回 令和2年2⽉12⽇実施

⽒  名

第29回 令和2年2⽉19⽇実施

⽒  名
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7 王 安之 ⽇興⾃動⾞株式会社 03-3984-6251
8 奥村 正彦 ヒノデ第⼀交通株式会社 03-3654-4121
9 ⾦⼦ 和也 栄⾃動⾞株式会社 03-3887-6111
10 ⼩久保 徹 代々⽊⾃動⾞株式会社 03-3370-7231
11 笹島 武志 ⽇個連東京都営業協同組合 03-5976-9111
12 ⽥中 基 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
13 寺澤 聖児 東京都個⼈タクシー協同組合 03-3384-1351
14 ⼆宮 正⾏ 第⼀交通株式会社（中央） 03-5208-1577
15 芳賀 英樹 江⼾川総業株式会社 03-3656-5666
16 森 智紀 ⼭⼿交通株式会社 03-3956-3111
17 ⼭本 顕 ⽇個連東京都営業協同組合 03-5976-9111
18 吉岡 仁 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
19 和⽥ 英久 杉並交通第⼆株式会社 03-3332-2345
※合格者22名のうち3名につきましては本⼈の希望により掲載を控えさせていただきます。

合格者 22名 （五⼗⾳順 敬称略）
会 社 名（所属組合） 電 話 番 号

1 ⾚川 貴⼤ 国際⾃動⾞株式会社城北 03-3967-0521
2 池尾 善治郎 東京七福タクシー株式会社 03-3696-1729
3 ⽯原 充男 葵交通株式会社 03-3382-1533
4 ⼤⽯ 直洋 株式会社⽇幸 03-5672-2510
5 ⻑⽥ 智⾏ 国際⾃動⾞株式会社世⽥⾕ 03-3429-5396
6 加藤 都司夫 ⼤和⾃動⾞交通江東株式会社 03-3633-6612
7 ⽊村 利幸 ⼤和⾃動⾞交通江東株式会社 03-3633-6612
8 佐々⽊ 亮 イースタンモータース東京株式会社 03-5569-6511
9 嶋村 頼弘 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
10 ｼﾞｭﾏ ﾊﾙﾌｧﾝ 株式会社⽇の丸交通猿江 03-3634-6531
11 髙⽊ 正照 ⼤和⾃動⾞交通江東株式会社 03-3633-6612
12 ⾕内 保司 ⽇興タクシー株式会社 03-5944-3411
13 佟 学印 東京太陽株式会社 03-5670-6778
14 廣瀨 実 株式会社織⽥タクシー 03-5851-1181
15 深美 徳藏 東京都個⼈タクシー協同組合 03-3384-1351
16 三浦 豊 ⽇⽉東交通株式会社 03-3672-3151
17 三⾕ 幸彦 ⼭⼿交通株式会社 03-3956-3111
18 ⼋嶋 亮太 品川タクシー株式会社 03-3471-4174
19 ⼭野 秀幸 ⼤和⾃動⾞交通江東株式会社 03-3633-6612
20 ⼭本 裕 東⽇本交通株式会社 03-3377-0144
※合格者22名のうち2名につきましては本⼈の希望により掲載を控えさせていただきます。

第31回 令和2年3⽉11⽇実施

第30回 令和2年2⽉26⽇実施

⽒  名
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合格者 19名 （五⼗⾳順 敬称略）
会 社 名（所属組合） 電 話 番 号

1 ⽯川 澄⼦ 帝都⾃動⾞交通株式会社 03-6262-3311
2 ⽯橋 伸英 国際⾃動⾞株式会社世⽥⾕ 03-3429-5396
3 内野 聖 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
4 江⼝ 真⼭ ⼤和⾃動⾞交通江東株式会社 03-3633-6612
5 江部 ⼀剛 ラッキータクシー株式会社 03-3559-0301
6 奥澤 義明 森永タクシー株式会社 03-3691-2266
7 ⼩澤 真楠 株式会社ハロー・トーキョー 03-5653-2230
8 越川 幸司郎 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
9 ⼩林 昌徳 ラッキータクシー株式会社 03-3559-0301
10 佐藤 卓 ラッキータクシー株式会社 03-3559-0301
11 ⾼久 稔 ⽇個連東京都営業協同組合 03-5976-9111
12 蔦本 聡 東京都個⼈タクシー協同組合 03-3384-1351
13 露⽊ 和満 平和⾃動⾞交通株式会社 03-3623-5231
14 鍋野 進⼀ ⼤和⾃動⾞王⼦株式会社 03-3911-3286
15 ⻄向 功 都南交通株式会社 03-3759-4922
16 ⻄村 ⼤希 ⼩⽥急交通株式会社 03-3455-3501
17 本⽥ 直⼈ 杉並交通第⼆株式会社 03-3332-2345
18 本橋 圭⼀ 国際⾃動⾞株式会社世⽥⾕ 03-3429-5396
19 渡辺 貴之 国際⾃動⾞株式会社東雲 03-5520-5934

合格者 22名 （五⼗⾳順 敬称略）
会 社 名（所属組合） 電 話 番 号

1 岩本 逸朗 国際⾃動⾞株式会社城南 03-3764-5931
2 ⼭ 留雄 東京都個⼈タクシー協同組合 03-3384-1351
3 ⼯藤 浩 全個⼈タクシー協議会 03-6915-7313
4 古瀨村 賢 東京ひかり交通株式会社 03-5714-7810
5 嶋倉 亮 株式会社ハロー・トーキョー 03-5653-2230
6 ⽵内 博史 国際⾃動⾞株式会社世⽥⾕ 03-3429-5396
7 中村 哲 国際⾃動⾞株式会社城東 03-6802-3577
8 新澤 靖知 国際⾃動⾞株式会社世⽥⾕ 03-3429-5396
9 ⻄岡 邦昭 陸王交通株式会社 03-3957-2111
10 平⼾ 修 毎⽇タクシー株式会社 03-3641-5913
11 眞板 まどか 国際⾃動⾞株式会社新宿 03-3952-1316
12 松井 友司 ⾶⿃交通第六株式会社 03-3522-3261
13 南出 典男 国際⾃動⾞株式会社東雲 03-5520-5934
14 柳沢 宏司 国際⾃動⾞株式会社世⽥⾕ 03-3429-5396
15 ⼭崎 千登勢 代々⽊⾃動⾞株式会社 03-3370-7231
※合格者22名のうち7名につきましては本⼈の希望により掲載を控えさせていただきます。

⽒  名

第32回 令和2年3⽉18⽇実施

⽒  名
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合格者 22名 （五⼗⾳順 敬称略）
会 社 名（所属組合） 電 話 番 号

1 泉 和則 冨⼠⾃動⾞株式会社 03-3611-2111
2 ⼤野 保 すばる交通株式会社第⼀ 03-3857-6001
3 ⽚⼭ 正仁 宮城交通株式会社 03-5966-4552
4 加藤 和良 株式会社グリーンキャブ 03-5948-7288
5 加藤 範夫 ⽇個連東京都営業協同組合 03-5976-9111
6 川杉 恭⼀郎 ⽇交練⾺株式会社 03-6913-0121
7 佐藤 哲也 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
8 髙野 司朗 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
9 冨髙 亮 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
10 花井 潤 国際⾃動⾞株式会社新宿 03-3952-1316
11 花牟礼 通 株式会社グリーンキャブ 03-3202-5381
12 藤⽥ 豊 国際⾃動⾞株式会社世⽥⾕ 03-3429-5396
13 丸⼭ 直樹 昭栄⾃動⾞株式会社 03-3886-4177
14 ⽑利 光宏 昭栄⾃動⾞株式会社 03-3886-4177
15 諸岡 功司 明治交通株式会社 03-3913-4900
16 ⼭下 修 ⼤和⾃動⾞交通⽻⽥株式会社 03-5767-0581
※合格者22名のうち6名につきましては本⼈の希望により掲載を控えさせていただきます。

合格者 19名 （五⼗⾳順 敬称略）
会 社 名（所属組合） 電 話 番 号

1 浅井 ⿓雄 国光⾃動⾞株式会社 03-3474-5633
2 ⼩⾼ 勝也 株式会社⽇の丸交通⾜⽴ 03-3880-6111
3 ⾦井 真⼈ 国際⾃動⾞株式会社城⻄ 0422-76-5931
4 川野 裕 株式会社グリーンキャブ 03-5948-7288
5 川村 英明 帝都⾃動⾞交通株式会社 03-6262-3311
6 清⽔ さゆり ⼤和⾃動⾞王⼦株式会社 03-3911-3286
7 ⽣源寺 ⼤輔 毎⽇タクシー株式会社 03-3641-5913
8 鈴⽊ 健太郎 株式会社グリーンキャブ 03-3202-5381
9 髙砂 英郎 ラッキータクシー株式会社 03-3559-0301
10 多⽥ 勝司 株式会社グリーンキャブ 03-3202-5381
11 永⽥ 浩昭 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
12 中⼭ 貴司 国際⾃動⾞株式会社城北 03-3967-0521
13 那覇 収 ⽇本⾃動⾞交通株式会社 03-3337-3102
14 福原 幸太郎 株式会社⽇の丸交通猿江 03-3634-6531
15 丸⼭ 健吾 京王⾃動⾞城⻄株式会社 042-314-8035
16 ⽔村 健介 ⾶⿃交通株式会社 03-5463-2525
17 ⼭森 誠 豊⽟タクシー株式会社 03-3993-2411

第33回 令和2年4⽉1⽇実施

⽒  名

第34回 令和2年5⽉7⽇実施

⽒  名
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18 和合 信博 ⾜⽴タクシー株式会社 03-3886-4128
※合格者19名のうち1名につきましては本⼈の希望により掲載を控えさせていただきます。

合格者 20名 （五⼗⾳順 敬称略）
会 社 名（所属組合） 電 話 番 号

1 井上 祐宏 株式会社⽇の丸リムジン 03-5689-0423
2 ⼤嶋 雅彦 東京都個⼈タクシー協同組合 03-3384-1351
3 ⼤島 ⼜三郎 昭栄⾃動⾞株式会社 03-3886-4177
4 ⽊村 正昭 開成交通株式会社 0422-44-2141
5 後藤 ⾏史 マコト交通株式会社 03-3614-2300
6 鈴⽊ 亮平 昭栄⾃動⾞株式会社 03-3886-4177
7 髙⼭ 秀崇 ⾜⽴タクシー株式会社 03-3886-4128
8 ⽵村 ⼀仁 ⽇個連東京都営業協同組合 03-5976-9111
9 辻 信也 新⽇本交通株式会社（杉並） 03-3381-0333
10 ⻑友 達也 開成交通株式会社 0422-44-2141
11 新美 徹 ラッキータクシー株式会社 03-3559-0301
12 ⻄村 浩⼆ ⾶⿃交通株式会社 03-5463-2525
13 林 要⼀郎 ⼭三交通株式会社 03-3647-8674
14 平井 義⾦ キャピタルモータース株式会社 03-3396-5161
15 福島 勇治 国際⾃動⾞株式会社城東 03-6802-3577
16 福⼭ 康志 三和交通株式会社（板橋） 03-3930-5151
17 和⽥ 泰治 ⽇の丸交通株式会社 03-3815-4991
※合格者20名のうち3名につきましては本⼈の希望により掲載を控えさせていただきます。

合格者 13名 （五⼗⾳順 敬称略）
会 社 名（所属組合） 電 話 番 号

1 ⽯ 実 明治交通株式会社 03-3913-4900
2 井上 伸⼀ 宮園⾃動⾞株式会社 03-3362-7557
3 江本 永⼆ 株式会社⽇の丸リムジン 03-5689-0423
4 草⼭ 聡司 株式会社ハロー・トーキョー 03-5653-7921
5 久保⽥ 修 豊⽟タクシー株式会社 03-3993-2411
6 ⼩⽯ 哲郎 ⾶⿃交通第五株式会社 03-5737-8001
7 佐和 史織 有限会社ドリームインキュベーター 03-5837-3388
8 澁⾕ 裕幸 荏原交通株式会社 03-3783-6161
9 瀨⼾ 和信 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
10 中條 貴裕 帝都葛飾交通株式会社 03-3601-0136
11 ⼭本 賢⼀郎 東京都個⼈タクシー協同組合 03-3384-1351
※合格者13名のうち2名につきましては本⼈の希望により掲載を控えさせていただきます。

第35回 令和2年5⽉8⽇実施

⽒  名

第36回 令和2年7⽉21⽇実施

⽒  名
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合格者 19名 （五⼗⾳順 敬称略）
会 社 名（所属組合） 電 話 番 号

1 ⻘葉 バルビーシン コンドルタクシー株式会社 03-3992-0191
2 井上 真理⼦ ⽇の丸交通株式会社 03-3302-2273
3 印東 潔 ⾶⿃交通第六株式会社 03-3522-3261
4 ⾦⼦ 将勝 株式会社⽇の丸交通⾜⽴ 03-3880-6111
5 ⽊下 篤史 国際⾃動⾞株式会社城南 03-3764-5931
6 蔡 鴻征 国際⾃動⾞株式会社城南 03-3764-5931
7 塩野 裕史 三和交通株式会社（板橋） 03-3930-5151
8 澁⽥ ⼤資 ⽻⽥交通株式会社 03-5755-2577
9 嶋⽥ 洋⼀ 坂本⾃動⾞株式会社 03-3874-6461
10 鈴⽊ 芳明 扇橋交通株式会社 03-3659-2221
11 沼⽥ 隆 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
12 羽⽣⽥ 徹 帝都⾃動⾞交通株式会社 03-6262-3311
13 藤咲 良太 東京七福交通株式会社 03-3809-1729
14 牧野 仁裕 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
※合格者19名のうち5名につきましては本⼈の希望により掲載を控えさせていただきます。

合格者 21名 （五⼗⾳順 敬称略）
会 社 名（所属組合） 電 話 番 号

1 植村 由紀⼦ 株式会社⽇の丸交通⾜⽴ 03-3880-6111
2 遠藤 聡 株式会社グリーンキャブ 03-3202-5381
3 遠藤 眞史 昭栄⾃動⾞株式会社 03-3886-4177
4 岡本 ⼀朗 ⽇の丸交通株式会社 03-3302-2273
5 ⼩野 和重 ⽇興⾃動⾞株式会社 03-3984-6251
6 ⻲⼭ 誠⼀ ⽇⽴⾃動⾞交通第三株式会社 03-5660-0333
7 ⽊村 直幸 坂本⾃動⾞株式会社 03-3874-6461
8 ⼩泉 祥 エコシステム株式会社 03-5673-6200
9 ⼩林 ⼀三 三和交通株式会社（板橋） 03-3930-5151
10 坂中 敏彦 ⽇興⾃動⾞株式会社 03-3984-6251
11 ⽩⽯ 成倫 ⽇⽉東交通株式会社 03-3672-3151
12 内 誠 ⼤丸交通株式会社 03-3691-2153
13 ⻄野 雅浩 ⽇個連東京都営業協同組合 03-5976-9111
14 橋本 才 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
15 バルア ロザリン 株式会社⽇の丸交通⾜⽴ 03-3880-6111
16 松原 肇 ⼤丸交通株式会社 03-3691-2153
17 湯⽥ 俊宏 国際⾃動⾞株式会社 0422-76-5931
※合格者21名のうち4名につきましては本⼈の希望により掲載を控えさせていただきます。

第37回 令和2年8⽉26⽇実施

⽒  名

第38回 令和2年9⽉23⽇実施

⽒  名
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合格者 18名 （五⼗⾳順 敬称略）
会 社 名（所属組合） 電 話 番 号

1 ⻘⽊ 宏典 明治交通株式会社 03-3913-4900
2 ⼤滝 朋浩 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
3 岡本 範亮 東京ひかり交通株式会社 03-5714-7810
4 栗⽥ 誠⼀ ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
5 坂⽥ 和夫 ⽇個連東京都営業協同組合 03-5976-9111
6 佐々⽊ 敦 株式会社サンベスト東信 03-5914-3133
7 佐藤 洋志 株式会社⽇の丸交通猿江 03-3634-6531
8 ⽴岩 和彦 帝都⾃動⾞交通株式会社 03-6262-3311
9 ⾕本 圭 親切タクシー株式会社 03-3312-6266
10 ⽟井 太 国際⾃動⾞株式会社 03-5520-5934
11 永岡 悟 東都東タクシー株式会社 03-3987-1455
12 福岡 桂 親切タクシー株式会社 03-3312-6266
13 藤井 良広 ⻄新井相互⾃動⾞株式会社 03-3886-2196
14 松浦 務 国際交通株式会社 03-3901-1111
※合格者18名のうち4名につきましては本⼈の希望により掲載を控えさせていただきます。

合格者 20名 （五⼗⾳順 敬称略）
会 社 名（所属組合） 電 話 番 号

1 飯⽥ 浩司 ⼤和⾃動⾞株式会社 03-3633-6611
2 ⽯井 尚⽂ 東京都個⼈タクシー協同組合 03-3384-1351
3 板倉 徳幸 国際⾃動⾞株式会社 03-5520-5934
4 加藤 寛⼦ ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
5 ⿊澤 伸之 東京エムケイ株式会社 03-5547-5551
6 郷⽥ 徹 東京ひかり交通株式会社 03-5714-7810
7 ⼩杉 雅彦 帝都⾃動⾞交通株式会社 03-6262-3311
8 坂⽥ 勝章 国際⾃動⾞株式会社 03-5520-5934
9 髙東 光雄 ⽇の丸交通株式会社 03-3302-2273
10 ⾼梨 ⼀ 東京都個⼈タクシー協同組合 03-3384-1351
11 髙橋 厚 東京都個⼈タクシー協同組合 03-3384-1351
12 ⼟井 順太郎 ⽇興⾃動⾞株式会社 03-3984-6251
13 東畑 康太 国際⾃動⾞株式会社 03-5520-5934
14 仲嶋 明廣 東京交通興業株式会社 03-3591-0868
15 中野 久 ⽇の丸交通株式会社 03-3302-2273
16 布川 智⼄ ⾼砂⾃動⾞株式会社 03-3492-6671
17 渡辺 勲 ⽇興タクシー株式会社 03-5944-3411
※合格者20名のうち3名につきましては本⼈の希望により掲載を控えさせていただきます。

第39回 令和2年10⽉28⽇実施

⽒  名

第40回 令和2年11⽉26⽇実施

⽒  名
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合格者 22名 （五⼗⾳順 敬称略）
会 社 名（所属組合） 電 話 番 号

1 飯塚 匠 本州⾃動⾞株式会社 0422-44-6151
2 薄⽥ 末次 株式会社スリーエース 03-6383-2771
3 梅原 明 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
4 ⼩⽥原 学 株式会社グリーンキャブ 03-5948-7288
5 川⽥ 祥之 国際⾃動⾞株式会社 03-3967-0521
6 柴川 真吾 荏原交通株式会社 03-3783-6161
7 杉本 全 ⼤和⾃動⾞王⼦株式会社 03-3911-3286
8 ⽥貫 創 盈進⾃動⾞株式会社 03-3744-8881
9 中村 博之 つばめ交通株式会社 03-3899-3471
10 梨本 幸嗣 国際⾃動⾞株式会社 03-3967-0521
11 野⼝ 貴弘 品川タクシー株式会社 03-3471-4174
12 萩原 嘉⼈ 国際⾃動⾞株式会社 03-5520-5934
13 藤⽥ 剛 国産⾃動⾞交通株式会社 03-3994-3333
14 増⽥ 源昭 荏原交通株式会社 03-3783-6161
15 松永 太志 国光⾃動⾞株式会社 03-3474-5633
16 ⼭品 真理 ⽇の丸交通株式会社 03-3302-2273
17 ⼭城 貴寛 ⼤和⾃動⾞王⼦株式会社 03-3911-3286
18 渡邉 準太 ⽻⽥交通株式会社 03-5755-2577
※合格者22名のうち4名につきましては本⼈の希望により掲載を控えさせていただきます。

合格者 17名 （五⼗⾳順 敬称略）
会 社 名（所属組合） 電 話 番 号

1 秋⾕ ⾂⼀ 東京太陽株式会社 03-5670-6778
2 榎本 明 リボンタクシー株式会社 03-3644-6640
3 尾崎 ⼀成 親切タクシー株式会社 03-3312-6266
4 ⼩尾 安司 扇橋交通株式会社 03-3659-2221
5 ⾦⼦ 隆彦 第⼀交通台東株式会社 03-3875-3510
6 ⿑藤 進 昭栄⾃動⾞株式会社 03-3886-4177
7 佐藤 慶⾼ ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
8 杉﨑 利之 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
9 ⾼橋 秀嘉 ミツワ交通株式会社 03-3611-3030
10 ⽵内 誠司 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
11 菱沼 幸蔵 江⼾川総業株式会社 03-3656-5666
12 廣川 伸吾 代々⽊⾃動⾞株式会社 03-3370-7231
13 三井 ⼤作 東京都個⼈タクシー協同組合 03-3384-1351
14 ⼭下 ⼤輔 三和交通株式会社（荒川） 03-3801-5311
※合格者17名のうち3名につきましては本⼈の希望により掲載を控えさせていただきます。

第42回 令和3年1⽉27⽇実施

⽒  名

第41回 令和2年12⽉9⽇実施

⽒  名
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合格者 12名 （五⼗⾳順 敬称略）
会 社 名（所属組合） 電 話 番 号

1 池⽥ 孝太郎 東京都個⼈タクシー協同組合 03-3384-1351
2 内⽥ 裕朗 富⼠交通株式会社 03-3913-1181
3 ⾺屋原 顕 松⽵交通株式会社 03-5915-1161
4 ⼩畑 有利 ⽇興⾃動⾞株式会社 03-3984-6251
5 桐村 良昭 国際⾃動⾞株式会社 03-5520-5934
6 ⼩笹 英樹 株式会社⽇の丸交通TｏｋｙｏBａｙ 03-5679-6581
7 ⾼橋 幸雄 ⾼円寺交通株式会社 03-3311-3539
8 ⽥中 君代 国際⾃動⾞株式会社 03-5520-5934
9 中鉢 昌也 ⽇の丸交通株式会社 03-3302-2273
10 中⽥ 真広 京王⾃動⾞城⻄株式会社 042-314-8027
※合格者12名のうち2名につきましては本⼈の希望により掲載を控えさせていただきます。

合格者 22名 （五⼗⾳順 敬称略）
会 社 名（所属組合） 電 話 番 号

1 池⽥ 克彦 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
2 遠藤 和裕 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
3 落合 浩介 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
4 川原 茂雄 品川タクシー株式会社 03-3471-4174
5 川本 雄三 ⾶⿃交通第⼆株式会社 03-5307-7001
6 ⼩坂 三千秋 豊⽟タクシー株式会社 03-3993-2411
7 斎藤 公悦 冨⼠⾃動⾞株式会社 03-3611-7121
8 神⾺ 智⾏ 国際⾃動⾞株式会社 03-5520-5934
9 ⽴⽯ 昌史 東京都個⼈タクシー協同組合 03-3384-1351
10 永⽥ 勲 ⽇個連東京都営業協同組合 03-5976-9111
11 ⽇野 政彦 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
12 福本 潤⼆郎 東京ウエスターン交通株式会社 03-3389-2181
13 松枝 洋介 国際⾃動⾞株式会社 03-5520-5934
14 松原 晴美 ⽇個連東京都営業協同組合 03-5976-9111
15 宮﨑 和久 国際⾃動⾞株式会社 03-3967-0521
16 ⼭本 博之 ⾶⿃交通株式会社 03-5463-2525
17 吉岡 佐希恵 荏原交通株式会社 03-3783-6161
18 渡邉 洋地 ⽇⽇交通株式会社 03-3850-3336
※合格者22名のうち4名につきましては本⼈の希望により掲載を控えさせていただきます。

第44回 令和3年3⽉17⽇実施

⽒  名

第43回 令和3年2⽉10⽇実施

⽒  名
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合格者 19名 （五⼗⾳順 敬称略）
会 社 名（所属組合） 電 話 番 号

1 池上 周平 国際⾃動⾞株式会社 03-5520-5934
2 伊藤 万実⼦ 国際交通株式会社 03-3901-1111
3 ⼤森 靖浩 株式会社アシスト 03-5242-0823
4 オカコ アツシ すばる交通株式会社第⼀ 03-3857-6001
5 ⽊林 隆史 ⽇興タクシー株式会社 03-5944-3411
6 権藤 雄⼤ ふじ交通有限会社 03-3857-0777
7 今野 智章 国際⾃動⾞株式会社 03-3967-0521
8 齋藤 政弘 冨⼠⾃動⾞株式会社 03-3611-7121
9 坂上 朋憲 ⼤栄交通株式会社 03-3969-3481
10 施 向陽 第⼀交通株式会社 03-3870-7111
11 嶋 賢治 恵豊⾃動⾞交通株式会社 03-3771-3709
12 島⽥  洋⼦ ⽇の出交通株式会社 03-5681-7211
13 杉平  眞⼀ 栄泉交通株式会社 03-3647-1100
14 中世古 峰⼀ 国際⾃動⾞株式会社 03-3967-0521
15 中村 武夫 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
16 桧⼭ 誠 すばる交通株式会社第⼀ 03-3857-6001
17 平沼 勲 三和交通株式会社（荒川） 03-3801-5311
※合格者19名のうち2名につきましては本⼈の希望により掲載を控えさせていただきます。

合格者 11名 （五⼗⾳順 敬称略）
会 社 名（所属組合） 電 話 番 号

1 天⽥ 晃⼀ 国際⾃動⾞株式会社 03-3967-0521
2 井⼿ ⼀孝 ⽇⽣交通株式会社 03-3200-2215
3 ⼤瀧 恵吾 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
4 勝⼜ 友理⼦ 東洋交通株式会社 03-5970-9300
5 加藤 智⽮ 正和⾃動⾞株式会社 03-3881-0181
6 河原 正之 昭栄⾃動⾞株式会社 03-3886-4177
7 ⾼⽥ 典雅 ⽇⽇交通株式会社 03-3850-3336
8 宮本 武志 国際⾃動⾞株式会社 03-5520-5934
9 ⽮幅 重悦 太洋モータース株式会社 03-3750-1771

※合格者11名のうち2名につきましては本⼈の希望により掲載を控えさせていただきます。

第46回 令和3年6⽉23⽇実施

⽒  名

第45回 令和3年5⽉7⽇実施

⽒  名
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合格者 10名 （五⼗⾳順 敬称略）
会 社 名（所属組合） 電 話 番 号

1 荒⽊ 和⾏ 株式会社⽇の丸交通猿江 03-3634-6531
2 川崎 敦⼦ 株式会社⽇の丸交通猿江 03-3634-6531
3 河村 洋亮 国際⾃動⾞株式会社 03-3967-0521
4 ⼯藤 圭⽣ 陸王交通株式会社 03-3957-2111
5 ⼯藤 千浩 正和⾃動⾞株式会社 03-3881-0181
6 佐藤 かなこ ゴールド交通株式会社 03-3594-5551
7 鈴⽊ アチラ 有限会社ドリームインキュベーター 03-5837-3388
8 ⾼橋 義春 ⽇⽴⾃動⾞交通第⼆株式会社 03-3605-5181
9 早津 丈平 三和交通株式会社（荒川） 03-3801-5311
10 星野 謙⼈ 太陽⾃動⾞株式会社 03-3693-1621

合格者 16名 （五⼗⾳順 敬称略）
会 社 名（所属組合） 電 話 番 号

1 上⽥ 恭之 国際⾃動⾞株式会社 03-3967-0521
2 ⼤内 誠⼀郎 ⼭⼿交通株式会社 03-3647-8674
3 栗原 優作 ⼤和⾃動⾞交通⽻⽥株式会社 03-5767-0581
4 ⿊⽥ 知児 ⾶⿃交通第⼆株式会社 03-5916-1155
5 源河 謙⼀郎 ⽇個連東京都営業協同組合 03-3881-0181
6 ⼩嶋 肇 帝都⽇新交通株式会社 03-3886-4177
7 篠岡 茂明 ⼭三交通株式会社 03-3850-3336
8 佐藤 貴祐 帝都葛飾交通株式会社 03-5520-5934
9 ⽩川 学 関東⾃動⾞交通株式会社 03-3750-1771
10 ⽥坂 卓⼠ ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
11 ⽥中 光徳 国際⾃動⾞株式会社 03-5520-5934
12 ⾓⽥ 正樹 株式会社⽇幸 03-5672-2510
13 朴 成律 帝都三信交通株式会社 03-3732-6571
14 三⽥ ⽂昭 国際⾃動⾞株式会社 03-5520-5934
15 宮﨑 陽市 ⽇個連東京都営業協同組合 03-3881-0181
※合格者16名のうち1名につきましては本⼈の希望により掲載を控えさせていただきます。

第48回 令和3年9⽉15⽇実施

⽒  名

第47回 令和3年7⽉21⽇実施

⽒  名
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合格者 7名 （五⼗⾳順 敬称略）
会 社 名（所属組合） 電 話 番 号

1 ⽚岡 隆将 昭栄⾃動⾞株式会社 03-3886-4177
2 川井 千春 国際⾃動⾞株式会社 03-3967-0521
3 神崎 康仁 ⼤和⾃動⾞王⼦株式会社 03-3911-3286
4 斎藤 豊 株式会社グリーンキャブ 03-3202-5381
5 佐原 孝 ⽇個連東京都営業協同組合 03-3881-0181
6 菅⾕ 久美⼦ ⼤和⾃動⾞王⼦株式会社 03-3911-3286

※合格者7名のうち1名につきましては本⼈の希望により掲載を控えさせていただきます。

合格者 6名 （五⼗⾳順 敬称略）
会 社 名（所属組合） 電 話 番 号

1 有⾺ 寛 都南交通株式会社 03-3759-4922
2 神⾕ 紀明 ⼤和⾃動⾞交通⽻⽥株式会社 03-5767-0581
3 五味渕 良治 ⾶⿃⾃動⾞株式会社 03-3202-5381
4 ⽥嶋 寛⼠ 東京タクシー株式会社 03-5856-0620
5 鶴味 孝彰 東京都個⼈タクシー協同組合 03-3384-1351

※合格者6名のうち1名につきましては本⼈の希望により掲載を控えさせていただきます。

合格者 10名 （五⼗⾳順 敬称略）
会 社 名（所属組合） 電 話 番 号

1 池尾 優也 ⽇の丸交通株式会社 03-3815-4991
2 伊藤 ⼩百合 ⼤和⾃動⾞株式会社 03-3633-6611
3 ⼩⻄ 正⼈ ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
4 ⽯ 振旺 帝都葛飾交通株式会社 03-3601-0136
5 ⽥⼝ 信治 ⼤和⾃動⾞株式会社 03-3633-6611
6 ⽥中 美帆 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
7 樋⼝ 得代 株式会社⽇の丸交通⾜⽴ 03-3880-6111
8 本間 久 東京都個⼈タクシー協同組合 03-3384-1351
9 横尾 忠司 ⼤和⾃動⾞王⼦株式会社 03-3911-3286
10 渡邊 隼⼈ ⼤和⾃動⾞株式会社 03-3633-6611

第49回 令和3年10⽉27⽇実施

⽒  名

第51回 令和3年12⽉15⽇実施

⽒  名

第50回 令和3年11⽉25⽇実施

⽒  名
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合格者 14名 （五⼗⾳順 敬称略）
会 社 名（所属組合） 電 話 番 号

1 ⽯塚 司朗 国際⾃動⾞株式会社 03-5520-5934
2 ⼤村 次康 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
3 塚本 光俊 東京都個⼈タクシー協同組合 03-3384-1351
4 富樫 清隆 ⼤和⾃動⾞交通江東株式会社 03-3633-6612
5 ⼟倉 功 株式会社ジャパンプレミアム東京 03-5550-5660
6 豊川 ⼀⽣ ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
7 星 勝也 国際⾃動⾞株式会社 03-3967-0521
8 細⽥ 勇気 三和交通株式会社（板橋） 03-3930-5151
9 宮澤 康雄 帝都⾃動⾞交通株式会社 03-6262-3311
10 宮本 広伸 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
※合格者14名のうち4名につきましては本⼈の希望により掲載を控えさせていただきます。

合格者 15名 （五⼗⾳順 敬称略）
会 社 名（所属組合） 電 話 番 号

1 阿部 慶太 国際⾃動⾞株式会社 03-3967-0521
2 宇⽥川 泰功 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
3 ⾦川 象烈 東京都個⼈タクシー協同組合 03-3384-1351
4 ⾦⼦ 圭祐 昭栄⾃動⾞株式会社 03-3886-4177
5 ⽊村 利郁 ⽇個連東京都営業協同組合 03-5976-9111
6 紫芝 猛 共栄交通株式会社 03-3934-3451
7 ⾼⼭ 英樹 国際⾃動⾞株式会社 03-5520-5934
8 檀 雄⼆ ⼤⽇本交通株式会社 03-3893-3501
9 中 ⾹織 国際⾃動⾞株式会社 03-3967-0521
10 藤村 憲敏 ⽬⿊⾃動⾞交通株式会社 03-3713-7191
11 籔内 ⼤悟 東京都個⼈タクシー協同組合 03-3384-1351
12 ロット ドノヴァン アリックス ヤン ⽇の丸交通株式会社 03-3815-4991
13 ワルインゲ トム キマニ ⽇の丸交通株式会社 03-3815-4991
※合格者15名のうち2名につきましては本⼈の希望により掲載を控えさせていただきます。

合格者 7名 （五⼗⾳順 敬称略）
会 社 名（所属組合） 電 話 番 号

1 飯嶋 洋介 国際⾃動⾞株式会社 03-5520-5934
2 ⻑⾕川 哲也 ⽇個連東京都営業協同組合 03-5976-9111

第52回 令和4年1⽉26⽇実施

⽒  名

第54回 令和4年6⽉1⽇実施

⽒  名

第53回 令和4年3⽉23⽇実施

⽒  名
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3 初⽥ ⼒弥 東京都個⼈タクシー協同組合 03-3384-1351
4 松浦 美紀 国際⾃動⾞株式会社 03-5520-5934
5 松原 未知佳 国際⾃動⾞株式会社 03-3967-0521

※合格者7名のうち2名につきましては本⼈の希望により掲載を控えさせていただきます。

合格者 17名 （五⼗⾳順 敬称略）
会 社 名（所属組合） 電 話 番 号

1 阿佐 和美 ⽻⽥交通株式会社 03-5755-2577
2 浅井 國康 えびす⾃動⾞株式会社 03-3743-0401
3 渥美 有⼰ ラッキータクシー株式会社 03-3559-0301
4 岸 広次 ラッキータクシー株式会社 03-3559-0301
5 北郷 克弘 国際⾃動⾞株式会社 03-3967-0521
6 髙橋 ⽣昇 ⼤⽇本交通株式会社 03-3893-3501
7 ⾕内 栄作 東京都個⼈タクシー協同組合 03-3384-1351
8 ⽥村 史⾼ ⽇個連東京都営業協同組合 03-5976-9111
9 奈良間 太郎 国際⾃動⾞株式会社 03-5520-5934
10 平⼭ 雅浩 国際⾃動⾞株式会社 03-5520-5934
11 本⽥ 伸⼀ ⾶⿃交通第六株式会社 03-5336-7281
※合格者17名のうち6名につきましては本⼈の希望により掲載を控えさせていただきます。

合格者 21名 （五⼗⾳順 敬称略）
会 社 名（所属組合） 電 話 番 号

1 ⽯⿊ 直宏 共栄交通株式会社 03-3934-3451
2 ⼤⽯ 章裕 共栄交通株式会社 03-3934-3451
3 ⼤杉 友平 第⼀交通武蔵野株式会社 0422-27-8885
4 ⽢ 多朗 国際⾃動⾞株式会社 03-5520-5934
5 ⾦ 相兌 陸王交通株式会社 03-3957-2111
6 齋藤 貴志 国際⾃動⾞株式会社 03-5520-5934
7 佐藤 浩介 三和交通株式会社（荒川） 03-3801-5311
8 鴫原 正幸 ⽇個連東京都営業協同組合 03-5976-9111
9 宍⼾ 隼 恵豊⾃動⾞交通株式会社 03-3771-3709
10 ⾼𣘺 ⼀哲 第⼀交通武蔵野株式会社 0422-27-8885
11 ⽥村 良 東京都個⼈タクシー協同組合 03-9984-1351
12 波⽥ 浩⾏ 開成交通株式会社 0422-44-2141
13 ⽇野 志穂 帝都⾃動⾞交通株式会社 03-6262-3311
14 平⽥ 滋 ⼤和⾃動⾞交通江東株式会社 03-3633-6612
15 藤⽥ 明宏 ⾶⿃交通株式会社 03-5463-2525
16 本郷 肇 美松交通株式会社 03-3631-0831

第56回 令和4年7⽉27⽇実施

⽒  名

第55回 令和4年6⽉29⽇実施

⽒  名
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17 森尾 哲也 豊⽟タクシー株式会社 03-3993-2411
18 安居 巌 株式会社ワイエム交通 03-5569-5022
19 脇⽥ 裕介 国際⾃動⾞株式会社 03-5520-5934
※合格者21名のうち2名につきましては本⼈の希望により掲載を控えさせていただきます。

合格者 8名 （五⼗⾳順 敬称略）
会 社 名（所属組合） 電 話 番 号

1 安⻄ 剛志 ⽇個連東京都営業協同組合 03-5976-9111
2 池上 徹朗 和親交通株式会社 0422-47-7321
3 後藤 潤次 東京都個⼈タクシー協同組合 03-3384-1351
4 スクラタナウォング ワライ ⽇の丸交通株式会社 03-3815-4991
5 孫 静偉 えびす⾃動⾞株式会社 03-3743-0401
6 髙橋 昌宏 株式会社グリーンキャブ 03-3202-5381
7 藤森 直紀 東京都個⼈タクシー協同組合 03-3384-1351

※合格者8名のうち1名につきましては本⼈の希望により掲載を控えさせていただきます。

合格者 16名 （五⼗⾳順 敬称略）
会 社 名（所属組合） 電 話 番 号

1 浅野 颯⼀朗 三鷹交通株式会社 0422-46-2222
2 ⿂住 ⼠郎 国際⾃動⾞株式会社 03-5520-5934
3 ⽊下 誠司 ⽻⽥交通株式会社 03-5755-2577
4 草野 眞視 国際⾃動⾞株式会社 03-3967-0521
5 児島 賢治 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
6 坂本 明⽇⼈ 杉並交通第⼆株式会社 03-3332-2345
7 辻⾒ 洋介 ⽇個連東京都営業協同組合 03-5976-9111
8 外⼭ 正⼤ 国際⾃動⾞株式会社 03-5520-5934
9 ⻄野 俊則 第⼀交通武蔵野株式会社 0422-27-8885
10 広瀬 ⽂彦 国際⾃動⾞株式会社 03-5520-5934
11 松⽥ 直基 ⽇の丸交通株式会社 03-3815-4991
12 松本 隆⽂ 国際⾃動⾞株式会社 03-3967-0521
13 杠 貢司 つばめ交通株式会社 03-3899-3471
14 脇 和広 国際⾃動⾞株式会社 03-5520-5934
※合格者16名のうち2名につきましては本⼈の希望により掲載を控えさせていただきます。

第57回 令和4年9⽉20⽇実施

⽒  名

第58回 令和4年10⽉19⽇実施

⽒  名
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合格者 8名 （五⼗⾳順 敬称略）
会 社 名（所属組合） 電 話 番 号

1 植⽥ 峻介 ⼤和⾃動⾞交通江東株式会社 03-3633-6612
2 上村 琢真 ⽇本交通株式会社 03-3743-0401
3 ⽊本 聡 国際⾃動⾞株式会社 03-3967-0521
4 後藤 貴之 国際⾃動⾞株式会社 03-5520-5934
5 伊達 悠⼆ ⽇本交通株式会社 03-3743-0401
6 村磯 浩⼀ 国際⾃動⾞株式会社 03-5520-5934
7 渡邉 茂利 ⽇⽴⾃動⾞交通第⼆株式会社 03-3605-5181

※合格者8名のうち1名につきましては本⼈の希望により掲載を控えさせていただきます。

合格者 6名 （五⼗⾳順 敬称略）
会 社 名（所属組合） 電 話 番 号

1 ⼩川 直哉 株式会社織⽥タクシー 03-5851-1181
2 釼持 隆信 国際⾃動⾞株式会社 03-5520-5934
3 平井 久美⼦ 東京ワールド交通株式会社 03-5679-5797
4 渡邉 秀樹 国際⾃動⾞株式会社 03-5520-5934

※合格者6名のうち2名につきましては本⼈の希望により掲載を控えさせていただきます。

合格者 14名 （五⼗⾳順 敬称略）
会 社 名（所属組合） 電 話 番 号

1 ⽯井 純⼀ ⽻⽥交通株式会社 03-5755-2577
2 ⼩林 正明 国際⾃動⾞株式会社 03-5520-5934
3 澤村 忠德 ⽇の丸交通株式会社 03-3815-4991
4 菅原 ⼀歩 国際⾃動⾞株式会社 03-3967-0521
5 ⽵平 雅彦 東京都個⼈タクシー協同組合 03-3384-1351
6 鶴⾒ 孝弘 東京都個⼈タクシー協同組合 03-3384-1351
7 ⻄村 正敏 東京都個⼈タクシー協同組合 03-3384-1351
8 樋⼝ ⽂平 株式会社ジャパンプレミアム東京 03-5550-5660
9 福⽥ 憲史 国際⾃動⾞株式会社 03-3967-0521
10 藤本 佳幸 国際⾃動⾞株式会社 03-3967-0521
11 町⽥ 良樹 株式会社ジャパンプレミアム東京 03-5550-5660
12 ⼭⼝ 賢⼆ 帝都葛飾交通株式会社 03-3601-0136
※合格者14名のうち2名につきましては本⼈の希望により掲載を控えさせていただきます。

第60回 令和4年12⽉7⽇実施

⽒  名

第61回 令和5年1⽉18⽇実施

⽒  名

第59回 令和4年11⽉16⽇実施

⽒  名
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合格者 20名 （五⼗⾳順 敬称略）
会 社 名（所属組合） 電 話 番 号

1 安藤 宇賢 国際⾃動⾞株式会社 03-5520-5934
2 ⽯塚 雄⼀ 株式会社グリーンキャブ 03-3202-5381
3 伊藤 正志 国際⾃動⾞株式会社 03-3967-0521
4 植草 友美 国際⾃動⾞株式会社 03-5520-5934
5 岡 照浩 ⼤和⾃動⾞交通⽻⽥株式会社 03-6903-0151
6 兼定 慎介 ⼭⼿交通株式会社 03-3956-3111
7 ⼩倉 憲悟 国際⾃動⾞株式会社 03-3967-0521
8 佐藤 仁 株式会社ワイエム交通 03-5569-5022
9 德森 秀明 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
10 番場 晶⼦ 昭栄⾃動⾞株式会社 03-3886-4177
11 フェリス ジェイソン ⾶⿃交通第六株式会社 03-3522-3261
12 福島 睦男 平和交通⽻⽥株式会社 03-3741-3111
13 前⽥ 美⽻ ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
14 村岡 エドワルド ⼭三交通株式会社 03-3647-8674
15 森澤 典⼦ 国際⾃動⾞株式会社 03-5520-5934
16 森原 敏視 国際⾃動⾞株式会社 03-5520-5934
17 ⼭⽊ 和弘 国際⾃動⾞株式会社 03-5520-5934
※合格者20名のうち3名につきましては本⼈の希望により掲載を控えさせていただきます。

合格者 18名 （五⼗⾳順 敬称略）
会 社 名（所属組合） 電 話 番 号

1 上地 信頼 国際⾃動⾞株式会社 03-5520-5934
2 ⼤寺 浩次郎 国際⾃動⾞株式会社 03-3967-0521
3 尾形 由紀 荏原交通株式会社 03-3783-6161
4 ⻑内 久丈 豊和⾃動⾞株式会社 03-3713-0483
5 ⼩⽥ ⼠朗 株式会社⽇の丸交通猿江 03-3634-6531
6 菊島 政史 国際⾃動⾞株式会社 03-3967-0521
7 興野 裕幸 国際⾃動⾞株式会社 03-3967-0521
8 栗城 哲 国際⾃動⾞株式会社 03-5520-5934
9 嶋崎 陽⼀ 親切タクシー株式会社 03-3312-6266
10 出頭 慎⼀ 株式会社⽇幸 03-5672-2510
11 橘 ⼤介 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
12 ⻑永 昌久 国際⾃動⾞株式会社 03-5520-5934
13 中嶋 宗⼀ すばる交通株式会社 03-5813-1881
14 細野 昭夫 東京都個⼈タクシー協同組合 03-3384-1351
15 ⼭﨑 公平 東京都個⼈タクシー協同組合 03-3384-1351
16 渡邊 ⻯平 帝都⾃動⾞交通株式会社 03-6262-3311
※合格者18名のうち2名につきましては本⼈の希望により掲載を控えさせていただきます。

第63回 令和5年3⽉15⽇実施

⽒  名

第62回 令和5年2⽉15⽇実施

⽒  名
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（交付順 敬称略）
会 社 名（所属組合） 電 話 番 号

1 三⾕ 幸⼈ 実⽤興業株式会社 03-3691-1561
2 橋場 淑⾏ ⼤東京⾃動⾞株式会社 03-5491-8400
3 ⻑⾕川 洋 東京都個⼈タクシー協同組合 03-3384-1351
4 ⽯川 保昌 冨⼠⾃動⾞株式会社 03-3611-2111
5 ⽊全 孝 株式会社ハロー・トーキョー 03-5653-2230
6 塚本 俊樹 株式会社ハロー・トーキョー 03-5653-2230
7 ⾼松 良徳 株式会社⽇の丸交通猿江 03-3634-6531
8 相⾺ 寛 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
9 寺⽥ ⼆郎 東京都個⼈タクシー協同組合 03-3384-1351
10 秋⼭ 陽⼀ すばる交通株式会社第⼀ 03-3857-6001
11 追川 聖 国際⾃動⾞株式会社城南 03-3766-5931
12 上原 リカルド 株式会社⽇の丸交通猿江 03-3634-6531
13 中村 賢司 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
14 浦中 稔 株式会社ハロー・トーキョー 03-5653-2230
15 掛川 雅美 株式会社⽇の丸交通TokyoBay 03-5679-6581
16 渡邉 啓 株式会社ハロー・トーキョー 03-5653-2230
17 齋藤 祐輔 株式会社ハロー・トーキョー 03-5653-2230
18 丹⽻ 芳樹 株式会社ハロー・トーキョー 03-5653-2230
19 上⽥ 雅之 ⽇の丸交通株式会社 03-3815-4991
20 ⼭⽥ 幸男 株式会社⽇の丸リムジン 03-5689-0423
21 近藤 晃弘 東洋交通株式会社 03-5970-9300
22 密涌 光則 荏原交通株式会社 03-3783-6161
23  昌宏 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
24 垣内 ⼤悟 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
25 三原 繁美 杉並交通第⼆株式会社 03-3332-2345
26 ⻄村 佳之 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
27 興津 智紀 株式会社⽇の丸交通猿江 03-3634-6531
28 ⼤森 いづみ 国際⾃動⾞株式会社城南 03-3764-5931
29 後藤 亮介 冨⼠⾃動⾞株式会社 03-3611-7121
30 林 徹 ⾶⿃交通第六株式会社 03-3522-3261
31 藤原 信恵 国際⾃動⾞株式会社 03-3967-0521
32 ⻄岡 拓哉 国際⾃動⾞株式会社 03-5520-5934
33 濱野 太郎 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
34 服部 利範 東京都個⼈タクシー協同組合 03-3384-1351
35 直原 宏樹 ⽇本交通株式会社 03-5755-2336
36 ⽶⾕ 真⼀郎 ⽇個連東京都営業協同組合 03-5976-9111
37 ⾓⽥ 佳優 扇橋交通株式会社 03-3659-2221
38 ⼭⼝ 啓⼆ ⾶⿃⾃動⾞株式会社 03-3558-0190
39 福留 千秋 新和⾃動⾞株式会社 03-3683-3581
40 ⽔野 浩 北光⾃動⾞交通株式会社 03-3932-6101

⽒  名

東京都「地域通訳案内⼠」または「TSTiE」の
登録者におけるＥＣＤ認定章交付者
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注︓交付者45名のうち5名につきましては本⼈の希望により掲載を控えさせていただきます。
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