別表３
令和3年3月5日現在

自動車検査員再教習未受講状況一覧
修了証書番号（運輸局）

処分等の日

欠格期間終了日

受講通知運輸局

第54検4461号（中国）

平成23年11月21日

平成25年11月20日

中国

第6293号（北海道）

平成24年2月3日

平成26年2月2日

北海道

第14325号（関東）

平成24年2月11日

平成26年2月10日

関東

第50327号（関東）

平成24年4月9日

平成26年4月8日

関東

2-1467（九州）

平成24年4月13日

平成26年4月12日

九州

第42664号（関東）

平成24年4月16日

平成26年4月15日

関東

第56117号（関東）

平成24年4月16日

平成26年4月15日

関東

第24570号（近畿）

平成24年5月2日

平成26年5月1日

近畿

第3538号（近畿）

平成24年5月13日

平成26年5月12日

近畿

第14978号（関東）

平成24年7月6日

平成26年7月5日

関東

第12693号（関東）

平成24年7月6日

平成26年7月5日

関東

第16102号（近畿）

平成24年8月7日

平成26年8月6日

近畿

第5188号（北陸信越）

平成24年9月1日

平成26年8月31日

北陸信越

第00716号（九州）

平成24年9月2日

平成26年9月1日

九州

第3715号（関東）

平成24年11月10日

平成26年11月9日

関東

東北第1-2849号（東北）

平成24年12月8日

平成26年12月7日

東北

第4055号（関東）

平成24年12月25日

平成26年12月24日

関東

第02236号（九州）

平成24年12月27日

平成26年12月26日

九州

第8338号（四国）

平成24年12月30日

平成26年12月29日

四国

第19027号（近畿）

平成25年1月30日

平成27年1月29日

近畿

第16740号（近畿）

平成25年3月26日

平成27年3月25日

近畿

第70380号（関東）

平成25年3月26日

平成27年3月25日

関東

第41608号（関東）

平成25年3月26日

平成27年3月25日

関東

第471号（北陸信越）

平成25年4月20日

平成27年4月19日

北陸信越

420（沖縄総合事務局）

平成25年5月23日

平成27年5月22日

沖縄総合事務局

388（沖縄総合事務局）

平成25年6月7日

平成27年6月6日

沖縄総合事務局

第1970号（北陸信越）

平成25年7月1日

平成27年6月30日

北陸信越

第3934号（新潟）

平成25年7月8日

平成27年7月7日

東北

5-952（九州）

平成25年9月18日

平成27年9月17日

九州

静教第193号（中部）

平成25年10月8日

平成27年10月7日

中部

第67688号（関東）

平成25年10月11日

平成27年10月10日

関東

第24837号（関東）

平成25年10月11日

平成27年10月10日

関東

505（沖縄総合事務局）

平成25年10月11日

平成27年10月10日

沖縄総合事務局

名指教第7930号（中部）

平成25年10月31日

平成27年10月30日

中部

第16222号（関東）

平成25年11月6日

平成27年11月5日

関東

岐教第570号（中部）

平成26年2月14日

平成28年2月13日

中部

第8471号（北海道）

平成26年3月7日

平成28年3月6日

北海道

第32415号（関東）

平成26年3月7日

平成28年3月6日

関東

1-7057（九州）

平成26年3月8日

平成28年3月7日

九州

第11検12154号（中国）

平成26年3月31日

平成28年3月30日

中国

第12443号（近畿）

平成26年3月31日

平成28年3月30日

中国

第33415号（関東）

平成26年7月3日

平成28年7月2日

関東

第6224号（関東）

平成26年7月10日

平成28年7月9日

関東

第52247号（関東）

平成26年7月11日

平成28年7月10日

関東

第8検10554号（中国）

平成26年7月21日

平成28年7月20日

中国

愛教第6835号（中部）

平成26年8月21日

平成28年8月20日

中部

1-7392（九州）

平成26年12月15日

平成28年12月14日

九州

修了証書番号（運輸局）

処分等の日

欠格期間終了日

受講通知運輸局

第29741号（近畿）

平成26年12月18日

平成--年--月--日

近畿

第6569号（北海道）

平成27年2月9日

平成29年2月8日

北海道

第23941号（近畿）

平成27年2月23日

平成29年2月22日

近畿

近畿第28450号（近畿）

平成27年2月23日

平成29年2月22日

近畿

第14816号（近畿）

平成27年2月23日

平成29年2月22日

近畿

975（沖縄総合事務局）

平成27年3月26日

平成29年3月25日

沖縄総合事務局

第2362号（北海道）

平成27年4月6日

平成29年4月5日

北海道

第18検15074号（中国）

平成27年4月6日

平成29年4月5日

中国

静教第3159号（中部）

平成27年4月17日

平成29年4月16日

中部

第9096号（北海道）

平成27年4月27日

平成29年4月26日

北海道

第60検6287号（中国）

平成27年4月29日

平成29年4月28日

中国

第22334号（近畿）

平成27年7月6日

平成29年7月5日

近畿

第44562号（関東）

平成27年9月7日

平成29年9月6日

関東

愛教第5240号（中部）

平成27年9月10日

平成29年9月9日

中部

7-2292（九州）

平成27年9月25日

平成29年9月24日

九州

第54429号（関東）

平成27年9月25日

平成--年--月--日

関東

第62検6823号（中国）

平成27年10月20日

平成--年--月--日

中国

第8974号（四国）

平成27年11月25日

平成--年--月--日

四国

7－2411（九州）

平成27年12月23日

平成29年12月22日

九州

東北第4-4443号（東北）

平成28年1月22日

平成--年--月--日

東北

愛教第5229号（中部）

平成28年3月18日

平成30年3月17日

中部

第56検4948号(中国)

平成28年3月25日

平成30年3月24日

中国

第10250号（近畿）

平成28年3月28日

平成30年3月27日

近畿

第38306号（関東）

平成28年3月31日

平成30年3月30日

関東

第14735号（関東）

平成28年3月31日

平成--年--月--日

関東

第4641号（関東）

平成28年6月1日

平成--年--月--日

関東

第16801号（近畿）

平成28年6月8日

平成30年6月7日

近畿

第32021号（近畿）

平成28年6月13日

平成30年6月12日

近畿

第63検7341号(中国)

平成28年6月23日

平成30年6月22日

中国

第9788号（近畿）

平成28年8月12日

平成30年8月11日

近畿

1－2843（九州）

平成28年8月17日

平成30年8月16日

九州

静教第666号（中部）

平成28年11月28日

平成30年11月27日

中部

岐教第387号（中部）

平成28年12月6日

平成28年12月5日

中部

第70319号（関東）

平成28年12月9日

平成30年12月8日

関東

第35924号（関東）

平成28年12月9日

平成30年12月8日

関東

第63525号（関東）

平成28年12月9日

平成30年12月8日

関東

第66630号（関東）

平成28年12月9日

平成--年--月--日

関東

近畿第24832号(近畿)

平成28年12月14日

平成28年12月13日

近畿

第6697号（近畿）

平成28年12月20日

平成30年12月19日

近畿

第11986号（北海道）

平成28年12月22日

平成30年12月21日

北海道

九第06757号(九州)

平成28年12月30日

平成30年12月29日

九州

3－1575（九州）

平成29年2月20日

平成--年--月--日

九州

東北第1-2107号（東北）

平成29年3月10日

平成31年3月9日

東北

九第02466号(九州)

平成29年3月29日

平成31年3月28日

九州

1214（沖縄総合事務局）

平成29年4月1日

平成31年3月31日

沖縄総合事務局

7－2018(九州）

平成29年4月20日

平成31年4月19日

九州

岐教第2613号（中部）

平成29年5月23日

令和1年5月22日

中部

岐教第1205号（中部）

平成29年6月2日

令和1年6月1日

中部

修了証書番号（運輸局）

処分等の日

欠格期間終了日

受講通知運輸局

名指教第7058号（中部）

平成29年6月3日

令和1年6月2日

中部

静教第4738号（中部）

平成29年6月16日

令和1年6月15日

中部

第50017号（関東）

平成29年7月23日

平成31年7月22日

関東

第46500号（関東）

平成29年7月25日

平成31年7月24日

関東

第4197号（新潟）

平成29年7月26日

平成31年7月25日

東北

第55176号（関東）

平成29年8月1日

平成31年7月31日

関東

第60892号（関東）

平成29年8月1日

平成31年7月31日

関東

第8301（近畿）

平成29年9月11日

令和1年9月10日

近畿

第5472号(近畿)

平成29年10月15日

令和1年10月14日

近畿

福教第1364号（中部）

平成29年10月17日

令和1年10月16日

中部

第3451号（北陸信越）

平成29年11月6日

平成31年11月5日

北陸信越

95（沖縄総合事務局）

平成29年11月6日

令和1年11月5日

沖縄総合事務局

730（沖縄総合事務局）

平成29年11月16日

令和1年11月15日

沖縄総合事務局

7－2319（九州）

平成29年11月22日

令和1年11月21日

九州

九第01960号（九州）

平成29年11月22日

令和1年11月21日

九州

九第08056号（九州）

平成29年11月22日

令和1年11月21日

九州

1-363(九州）

平成29年12月20日

平成--年--月--日

九州

第9396号（近畿）

平成29年12月27日

令和1年12月26日

近畿

第58230号（関東）

平成30年1月1日

平成31年12月31日

関東

第47896号（関東）

平成30年1月1日

平成31年12月31日

関東

第38542号（関東）

平成30年1月1日

--年--月--日

関東

第10279号（近畿）

平成30年1月27日

令和2年1月26日

近畿

近畿第34372号（近畿）

平成30年1月27日

令和2年1月26日

近畿

名指教第631号（中部）

平成30年5月26日

令和2年5月25日

中部

6-984(九州）

平成30年5月26日

令和2年5月25日

九州

1706（沖縄総合事務局）

平成30年6月1日

令和2年5月31日

沖縄総合事務局

第54529号（関東）

平成30年6月1日

令和2年5月31日

関東

4-1362(九州)

平成30年6月15日

令和2年6月14日

九州

第53801号（関東）

平成30年6月30日

平成32年6月29日

関東

東北第1-2078号（東北）

平成30年7月20日

平成32年7月19日

東北

東北第1-2762号（東北）

平成30年7月20日

平成32年7月19日

東北

第41531号（関東）

平成30年7月28日

平成32年7月27日

関東

第9検10934号(中国)

平成30年8月30日

--年--月--日

中国

第2435号（中部）

平成30年9月28日

--年--月--日

関東

第14検13467号(中国)

平成30年11月2日

平成32年11月1日

中国

第4検8743号(中国)

平成30年11月2日

平成－年－月－日

中国

静教第853号（中部）

平成30年11月27日

令和2年11月26日

中部

第3検8506号(中国)

平成30年12月20日

平成32年12月17日

中国

第5691号（近畿）

平成31年1月20日

令和3年1月19日

近畿

九第05647号（九州）

平成31年1月26日

令和3年1月25日

九州

第16319号（北海道）

平成31年1月31日

平成33年1月30日

北海道

1－7105（九州）

平成31年2月9日

令和3年2月8日

九州

3-1109（九州）

平成31年2月6日

平成--年--月--日

九州

九第03098号（九州）

平成31年2月15日

令和3年2月14日

九州

第10検11337号(中国)

平成31年3月26日

平成－年－月－日

中国

第46439号（関東）

平成31年4月9日

平成33年4月8日

関東

第28136号（関東）

平成31年4月20日

平成33年4月19日

関東

第63検7276号(中国)

令和元年5月16日

令和3年5月15日

中国

第4610号（近畿）

令和元年5月22日

令和3年5月21日

近畿

2-1379（九州）

令和元年5月31日

令和3年5月30日

九州

自動車検査官の経験

令和元年6月24日

令和3年6月23日

中国

第28460号（近畿）

令和元年6月26日

令和3年6月25日

近畿

修了証書番号（運輸局）

処分等の日

欠格期間終了日

受講通知運輸局

三教第3921号（中部）

令和元年9月17日

令和－年－月－日

中部

4-2181（九州）

令和元年10月5日

令和3年10月4日

九州

4-2267（九州）

令和1年10月5日

令和3年10月4日

九州

三教第891号（中部）

令和元年10月7日

令和－年－月－日

中部

三教第３６７５号(中部)

令和元年10月24日

令和－年－月－日

中部

874（沖縄総合事務局）

令和元年12月18日

令和3年12月17日

沖縄総合事務局

第 3947号（関東）
第36014号（関東）

令和2年 1月16日
令和2年 2月14日

令和 4年 1月15日
令和 4年 2月13日

関東
関東

第18798号（近畿）

令和2年2月8日

令和4年2月7日

近畿

第27178号（近畿）

令和2年3月15日

令和4年4月3日

近畿

東北第4-3844号（東北）

令和2年4月14日

令和4年4月13日

東北

第10249号（近畿）

令和2年7月7日

令和4年7月6日

近畿

第30551号（近畿）

令和2年7月14日

令和4年7月13日

近畿

第62471号（関東）

令和 2年11月 1日

令和 4年10月31日

関東
近畿

三教第2242号（中部）

令和2年11月12日

令和4年11月11日

第28183号（関東）

令和 2年12月 7日

令和 4年12月 6日

関東

第15373号（北海道）

令和2年12月10日

令和4年12月9日

北海道

第8430号（北海道）

令和2年12月10日

―

北海道

第15697号（関東）

令和 2年12月23日

令和 4年12月22日

関東

第8956号（四国）

令和2年12月25日

令和4年12月24日

四国

第1635号（四国）

令和2年12月25日

令和4年12月24日

四国

第56623号（関東）

令和 2年12月28日

令和 4年12月27日

関東

第22059号（近畿）

令和3年2月8日

令和5年2月7日

近畿

1292（沖縄総合事務局）

令和3年2月10日

令和5年2月9日

沖縄総合事務局

第74153号（関東）

令和 3年 2月25日

令和 5年 2月24日

関東

第71513号（関東）

令和 3年 2月25日

令和 5年 2月24日

関東

第78121号（関東）

令和 3年 2月25日

令和 5年 2月24日

関東

第68546号（関東）

令和 3年 2月25日

--年--月--日

関東

