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登録番号 氏名 協会会員会社名 所属支部 備考

1601 松久保 圭史 朋栄土木工業(株) 北海道

1602 高瀬 徹 木下建工(株) 中部・北陸

1603 鈴木 健二 (有)ニコー電気 東北

1604 宮城 辰紀 合同会社Sen 九州・沖縄

1605 飯尾 翔太 (株)マブチ工業 中部・北陸

1608 望月 隆義 (株)光建 中部・北陸

1611 増井 寛 (株)増井塗装店 関東

1614 菅野 青峰 (株)東北丸本 東北

1615 藤澤 敦 (株)北近畿緑地建設 近畿

1651 田縁 憲恭 エステック(株) 北海道

1652 森 賢吾 (株)エヌビーエム 中国・四国

1653 中村 知司 (株)光建 中部・北陸

1654 小田 康夫 (株)スワシタ 九州・沖縄

1655 関根 良栄 (株)関根ブロック 東北

1656 外崎 雄大 (株)ソシヤ 北海道

1657 大坊 幸吉 (有)大坊建設 東北

1658 清水 晃 (株)イングス 中部・北陸

1659 今井 信廣 (株)光建 中部・北陸

1660 松本 謙一 (株)日興 －

1702 澤井 正 (株)光建 中部・北陸 所属会社：(有)ミナミ塗装

1703 小俣 進二 (株)光建 中部・北陸 所属会社：(有)ミナミ塗装

1705 渡邉 高博 (株)光建 中部・北陸

1708 西尾 浩司 (株)光建 中部・北陸

1709 山下 宣幸 (株)光建 中部・北陸

1710 伊藤 保 (株)光建 中部・北陸

1802 舟橋　達也 (株)新倉技研 関東

1803 藤田 浩司郎 (株)光建 中部・北陸

1804 嶋﨑　敏 木下建工(株) 中部・北陸

1805 山崎　寛史 木下建工(株) 中部・北陸

1807 稲本 章造 （合）稲本 関東

1808 相澤 真一 （合）稲本 関東 所属会社：(株)ライフピック

1809 福田 順一 (有)たつや 九州・沖縄

1810 牧　憲太郎 (有)たつや 九州・沖縄

1811 元　亮太 (有)たつや 九州・沖縄 所属会社：(株)たくみ

1812 山本　大悟 (有)たつや 九州・沖縄 所属会社：(株)悟大塗装

1817 八木 広高 (有)ノボリ建設 九州・沖縄 所属会社：八颯

1818 安藤　翔大 合同会社トップクリーン 九州・沖縄

1819 木村　仁 (株)AL神戸 近畿
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1820 石垣　昌之 (株)石垣 関東

1821 藤本　兼輔 (株)藤本工業 関東

1822 知念　礼子 琉球ゴーレックス(株) 九州・沖縄

1825 砂金　慶佑 (株)東北丸本 東北

1826 高林　浩二 (有)高林砂利建設 東北

1827 岡西　豪 西日本エコ断熱(株) 近畿

1828 岡田　勝之 西日本エコ断熱(株) 近畿

1829 薄木　亮辰 西日本エコ断熱(株) 近畿

1851 川本　哲也 木下建工(株) 中部・北陸

1852 昇 政文 (有)ノボリ建設 九州・沖縄

1830 境田　俊一郎 森都工業（株） 九州・沖縄

1831 井上　俊員 森都工業（株） 九州・沖縄

1833 黒木　明 森都工業（株） 九州・沖縄

1834 井上　和美 森都工業（株） 九州・沖縄

1835 西尾　康宏 森都工業（株） 九州・沖縄

1837 長町　法和 森都工業（株） 九州・沖縄

1838 中武　裕也 森都工業（株） 九州・沖縄

1843 戸川　智貴 （有）ノボリ建設 九州・沖縄

1844 諏訪下　善朗 （株）スワシタ 九州・沖縄

1861 浜崎　光雄 矢野建材（株） 近畿

1862 田中　愼一 （株）ｴｽﾃｨﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 九州・沖縄

1863 山口　哲平 （株）ｴｽﾃｨﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 九州・沖縄

1864 戸北　栄治 （株）ｴｽﾃｨﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 九州・沖縄

1865 井口　孝洋 （株）メディスポ 近畿

1866 沼野　藤信 加西商事（株） 近畿

1867 沼野　藤憲 加西商事（株） 近畿

1868 竹川　亮 加西商事（株） 近畿

1870 東郷　誠 加西商事（株） 近畿 所属会社：東郷建設

1971 永井　純二 （株）ｵｰﾊﾟｽｸﾘｴｰｼｮﾝ 近畿

1972 澁谷　秀樹 琉球ゴーレックス(株) 九州・沖縄

1973 仲井眞　一漆都 琉球ゴーレックス(株) 九州・沖縄

1974 宮良　邦孝 琉球ゴーレックス(株) 九州・沖縄

1975 永井　和貴 琉球ゴーレックス(株) 九州・沖縄 所属会社：幸建

1976 仲宗根　洋平 琉球ゴーレックス(株) 九州・沖縄 所属会社：仲宗根塗装

1977 伊良皆　進 琉球ゴーレックス(株) 九州・沖縄 所属会社：イラミナ塗装

1978 大城　貴仁 琉球ゴーレックス(株) 九州・沖縄 所属会社：イラミナ塗装

1979 大城　才伸 加西商事(株) 近畿 所属会社：(株)大興建設

1983 渡具知　武彦 加西商事(株) 近畿 所属会社：渡具知ペイント

1902 菅岡　仁 （株）中綱組 東北

1903 佐藤　義光 （有）三義 東北 所属会社：（有）ニコー電気

1904 高橋　佐喜男 （合）稲本 関東



1905 山地　英樹 （合）稲本 関東 所属会社：（株）ライフピック

1906 吉澤　雄治 北日本水研（株） 関東

1907 松永　亨 （株）プラウド 関東

1908 大島　謙一 （株）新倉技研 関東

1910 谷岡　彰 三耐保温（株） 中部・北陸

1911 佐渡　光 三耐保温（株） 中部・北陸

1912 光国　克也 三耐保温（株） 中部・北陸 所属会社：（有）光国塗装

1913 徳澄　五三 （株）ハッピーハウジング 関東

2201 木村　淳也 石富建設（株） 中部・北陸

2202 奥野　正成 石富建設（株） 中部・北陸

2203 川又　直樹 （株）ｵｰﾊﾟｽｸﾘｴｰｼｮﾝ 近畿

2204 及川　裕二 ヤオキ（株） 関東

2205 本多　匡仁 ヤオキ（株） 関東

2206 奥松　直哉 （合）稲本 関東 所属会社：（株）ライフピック

2207 伊規須　遼 （合）稲本 関東 所属会社：（株）ライフピック

2209 黒沼　功武 （合）稲本 関東 所属会社：(株)k.テクノ


