
別表３
令和5年3月23日現在

修了証書番号（運輸局） 処分等の日 欠格期間終了 受講通知運輸局

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

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 3715号（関東） 平成24年11月10日 平成26年11月 9日 関東

第 4055号（関東） 平成24年12月25日 平成26年12月24日 関東

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

第16222号（関東） 平成25年11月 6日 平成27年11月 5日 関東

第32415号（関東） 平成26年 3月 7日 平成28年 3月 6日 関東

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44562号（関東） 平成27年 9月 7日 平成29年 9月 6日 関東

第54429号（関東） 平成27年 9月25日 --年--月--日 関東

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 --年--月--日 関東

第 4641号（関東） 平成28年 6月 1日 --年--月--日 関東

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 --年--月--日 関東

第50017号（関東） 平成29年 7月23日 令和 1年 7月22日 関東

第46500号（関東） 平成29年 7月25日 令和 1年 7月24日 関東

第55176号（関東） 平成29年 8月 1日 令和 1年 7月31日 関東
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第58230号（関東） 平成30年 1月 1日 令和 1年12月31日 関東

第47896号（関東） 平成30年 1月 1日 令和 1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53801号（関東） 平成30年 6月30日 令和 2年 6月29日 関東

第41531号（関東） 平成30年 7月28日 令和 2年 7月27日 関東

第 2435号（中部） 平成30年 9月28日 --年--月--日 関東

第46439号（関東） 平成31年 4月 9日 令和 3年 4月 8日 関東

第28136号（関東） 平成31年 4月20日 令和 3年 4月19日 関東

第 3947号（関東） 令和 2年 1月16日 令和 4年 1月15日 関東

第36014号（関東） 令和 2年 2月14日 令和 4年 2月13日 関東

第62471号（関東） 令和 2年11月 1日 令和 4年10月31日 関東

第28183号（関東） 令和 2年12月 7日 令和 4年12月 6日 関東

第15697号（関東） 令和 2年12月23日 令和 4年12月22日 関東

第56623号（関東） 令和 2年12月28日 令和 4年12月27日 関東

第42748号（関東） 令和 3年 6月12日 令和 5年 6月11日 関東

第76630号（関東） 令和 3年 6月12日 令和 5年 6月11日 関東

第15518号（関東） 令和 3年 6月12日 令和 5年 6月11日 関東

第52468号（関東） 令和 3年 6月12日 令和 5年 6月11日 関東

第57545号（関東） 令和 3年 7月12日 令和 5年 7月11日 関東

第56421号（関東） 令和 3年 9月29日 令和 5年 9月28日 関東

第63925号（関東） 令和 3年 9月29日 令和 5年 9月28日 関東

第78353号（関東） 令和 3年 9月29日 令和 5年 9月28日 関東

第78369号（関東） 令和 3年 9月29日 令和 5年 9月28日 関東

第48432号（関東） 令和 3年10月15日 令和 5年10月14日 関東

第76912号（関東） 令和 3年10月20日 --年--月--日 関東

第75860号（関東） 令和 3年10月20日 --年--月--日 関東

第78350号（関東） 令和 3年10月20日 令和 5年10月19日 関東

第65609号（関東） 令和 3年12月17日 令和 5年12月25日 関東

第44477号（関東） 令和 3年12月20日 令和 5年12月28日 関東

第22591号（関東） 令和 4年 3月23日 令和 6年 3月31日 関東

第44819号（関東） 令和 4年 3月25日 令和 6年 3月31日 関東

第70563号（関東） 令和 4年 3月25日 令和 6年 3月31日 関東

第31823号（関東） 令和 4年 4月18日 令和 6年 4月25日 関東
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第65546号（関東） 令和 4年5月16日 令和 6年 5月19日 関東

第16458号（北海道） 令和 4年5月16日 令和 6年 5月19日 関東

第20538号（関東） 令和 4年5月16日 令和 6年 5月19日 関東

第68834号（関東） 令和 4年5月31日 --年--月--日 関東

第58593号（関東） 令和 4年5月31日 --年--月--日 関東

第3831号（関東） 令和 4年6月1日 令和 6年 6月8日 関東

第82431号（関東） 令和 4年7月6日 令和 6年 7月5日 関東

第77839号（関東） 令和 4年7月20日 令和 6年 7月31日 関東

第52200号（関東） 令和 4年9月1日 --年--月--日 関東

第61144号（関東） 令和 4年9月2日 令和 6年 9月1日 関東

第83224号（関東） 令和 4年9月2日 令和 6年 9月1日 関東

第81244号（関東） 令和 4年9月2日 令和 6年 9月1日 関東

第52578号（関東） 令和 4年9月2日 令和 6年 9月1日 関東

第73614号（関東） 令和 4年9月2日 令和 6年 9月1日 関東

第77474号（関東） 令和 4年9月2日 令和 6年 9月1日 関東

第63336号（関東） 令和 4年9月2日 令和 6年 9月1日 関東

第41829号（関東） 令和 4年9月2日 令和 6年 9月1日 関東

第66918号（関東） 令和 4年9月2日 令和 6年 9月1日 関東

第51801号（関東） 令和 4年9月2日 令和 6年 9月1日 関東

第67727号 （関東） 令和 4年9月16日 令和 6年 9月20日 関東

第75304号 （関東） 令和 4年9月16日 令和 6年 9月20日 関東

第84390号 （関東） 令和 4年9月16日 令和 6年 9月20日 関東

第82466号 （関東） 令和 4年9月16日 令和 6年 9月20日 関東

第74363号 （関東） 令和 4年9月16日 令和 6年 9月20日 関東

第51768号 （関東） 令和 4年12月15日 --年--月--日 関東

第37797号 （関東） 令和 5年1月16日 令和 7年 1月26日 関東

第67329号 （関東） 令和 5年2月3日 令和 7年 2月14日 関東

第26498号 （関東） 令和 5年2月10日 令和 7年 2月9日 関東

第77992号 （関東） 令和 5年3月23日 --年--月--日 関東

※1　「処分等の日」欄は、事業者が処分等を受けた日を記載する。


