
Ｒ０２年度 登録ダクト基幹技能者講習 Ｒ０２年度 登録ダクト基幹技能者講習
2021.03.05 現在 更新申請者試験合格者デ－タ－１－１ 2021.03.05 現在 更新申請者試験合格者デ－タ－１－２
第１回　更新講習開催 第１回　更新講習開催

都道府県 都道府県
230151-10001 海上　幸二郎 カイジョウ　コウジロウ 千葉県 230151-20001 古川　淳一 フルカワ　ジュンイチ 福島県
230151-10002 大川　雅史 オオカワ　マサシ 東京都 230151-20002 佐藤　悠起 サトウ　ユウキ 宮城県
230151-10003 山田　大介 ヤマダ　ダイスケ 愛知県 230151-20003 渡邉　正平 ワタナベ　マサヒラ 福島県
230151-10004 柳澤　健二 ヤナギサワ　ケンジ 群馬県 230151-20004 斎藤　祐 サイトウ　ユウ 秋田県
230151-10005 倉持　覚 クラモチ　サトル 千葉県 230151-20005 佐藤　卓司 サトウ　タクシ 秋田県
230151-10006 竹津　和雄 タケツ　カズオ 石川県 230151-20006 三戸　宗義 サンノヘ　ムネヨシ 秋田県
230151-10007 岡田　庸薫 オカダ　ノブシゲ 石川県 230151-20007 三浦　貴弘 ミウラ　タカヒロ 秋田県
230151-10008 中村　智善 ナカムラ　トモヨシ 埼玉県 230151-20008 諏訪　慎 スワ　マコト 青森県
230151-10009 江黒　貴幸 エグロ　タカユキ 埼玉県 230151-20009 齊藤　寛人 サイトウ　ヒロト 山形県
230151-10010 萩原　健 ハギワラ　タケシ 埼玉県 230151-20010 竹屋　壽 タケヤ　ヒサシ 山形県
230151-10011 八子　哲也 ヤコ　テツヤ 埼玉県 230151-20011 齋藤　伸吾 サイトウ　シンゴ 宮城県
230151-10012 牧野　将和 マキノ　マサカズ 静岡県 230151-20012 笹木　宏樹 ササキ　ヒロキ 宮城県
230151-10013 石井　淳氏 イシイ　ジュンジ 群馬県 230151-20013 髙橋　克仁 タカハシ　カツヒト 宮城県
230151-10014 田島　豊 タジマ　ユタカ 群馬県 230151-20014 遠藤　翼 エンドウ　ツバサ 宮城県
230151-10015 望月　勇一 モチヅキ　ユウイチ 静岡県 230151-20015 佐々木　広志 ササキ　ヒロシ 宮城県
230151-10017 小林　克巳 コバヤシ　カツミ 埼玉県 230151-20018 鹿子田　健吾 カノコダ　ケンゴ 宮城県
230151-10019 吉田　要一 ヨシダ　ヨウイチ 埼玉県 230151-20019 三浦　喬 ミウラ　タカシ 青森県
230151-10020 下岡　浩二 シモオカ　コウジ 埼玉県 230151-20020 齋藤　寛昭 サイトウ　ヒロアキ 青森県
230151-10022 岡田　晃 オカダ　アキラ 石川県 230151-20021 押野　道雄 オシノ　ミチオ 山形県
230151-10023 木村　修 キムラ　オサム 長野県 230151-20022 齋藤　康弘 サイトウ　ヤスヒロ 山形県
230151-10024 大木　勝 オオキ　マサル 埼玉県 230151-20023 稲毛　克之 イナゲ　カツユキ 山形県
230151-10025 春田　孝憲 ハルタ　タカノリ 埼玉県 230151-20024 藤井　聖 フジイ　サトシ 山形県
230151-10027 榎本　幸洋 エノモト　ユキヒロ 埼玉県 230151-20026 高野　靖浩 タカノ　ヤスヒロ 宮城県
230151-10028 鈴木　寿 スズキ　ヒサシ 茨城県 230151-20028 松原　寬生 マツバラ　ヒロオ 福島県
230151-10029 酒誥　三昭 サカヅメ　ミツアキ 千葉県 230151-20029 駒木根　隆一 コマギネ　リュウイチ 福島県

230151-20030 森川　晴幸 モリカワ　ハルユキ 宮城県
230151-20032 青田　健 アオタ　タケシ 宮城県
230151-20033 佐藤　孝夫 サトウ　タカオ 宮城県
230151-20034 比嘉　正貴 ヒガ　マサタカ 宮城県
230151-20035 星　　博晴 ホシ　ヒロハル 宮城県
230151-20037 斎藤　章 サイトウ　アキラ 山形県
230151-20038 斉藤　勇 サイトウ　イサム 山形県
230151-20040 槙　　清寛 マキ　キヨヒロ 山形県
230151-20041 三品　有三 ミシナ　ユウゾウ 山形県
230151-20042 矢部　幸久 ヤベ　ヤスヒサ 東京都
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受講   番号 申請者氏名 フリガナ 受講   番号 申請者氏名 ふりがな



Ｒ０２年度 登録ダクト基幹技能者講習 Ｒ０２年度 登録ダクト基幹技能者講習
2021.03.05 現在 更新申請者試験合格者デ－タ－１－３ 2021.03.05 現在 更新申請者試験合格者デ－タ－１－４
第１回　更新講習開催 第１回　更新講習開催

都道府県 都道府県
230151-30001 坂本　憲昭 サカモト　ノリアキ 大阪府 231152-00001 関　　一樹 セキ　カズシ 北海道
230151-30002 加藤　眞二 カトウ　シンジ 愛媛県 231152-00002 上木　貴史 ウエキ　タカシ 北海道
230151-30003 櫛部　麻美 クシベ　マミ 愛媛県 231152-00003 野原　朝規 ノハラ　トモノリ 北海道
230151-30004 石原　達彦 イシハラ　タツヒコ 兵庫県 231152-00006 川本　秀人 カワモト　ヒデト 大阪府
230151-30005 新川　和也 ニイカワ　カズヤ 京都府 231152-00007 安藤　均 アンドウ　ヒトシ 北海道
230151-30006 竹内　隆敏 タケウチ　タカトシ 大阪府 231152-00008 田中　俊 タナカ　シュン 北海道
230151-30007 石川　竜也 イシカワ　タツヤ 愛知県 231152-00009 阪本　晃示 サカモト　コウジ 愛媛県
230151-30008 中村　岳史 ナカムラ　タケシ 愛知県 231152-00010 太西　鉄也 オオニシ　テツヤ 石川県
230151-30009 豊崎　俊哉 トヨサキ　シュンヤ 大阪府 231152-00012 高井　正博 タカイ　マサヒロ 岡山県
230151-30010 永田　岳良 ナガタ　タケヨシ 大阪府 231152-00013 工藤　一彦 クドウ　カズヒコ 埼玉県
230151-30011 椎原　康希 シイハラ　ヤスキ 大阪府 231152-00014 葭恵　次郎 アシケイ　ジロウ 大阪府
230151-30015 井上　仁志 イノウエ　サトシ 大阪府 231152-00015 昆　　智之 コン　トモユキ 北海道
230151-30016 春芽　弘規 ハルメ　ヒロキ 大阪府 231152-00016 大和　卓也 ヤマト　タクヤ 北海道
230151-30017 髙崎　隼人 タカサキ　ハヤト 大阪府 231152-00017 村山　誠一 ムラヤマ　セイイチ 福岡県
230151-30018 橋本　青児 ハシモト　セイジ 大阪府 231152-00018 栗林　護 クリバヤシ　マモル 京都府
230151-30019 国吉　雅彦 クニヨシ　マサヒコ 大阪府 231152-00019 布施　哲朗 フセ　テツロウ 東京都
230151-30020 大道　新五 オオミチ　シンゴ 大阪府 231152-00020 木下　理彦 キノシタ　ミチヒコ 大阪府
230151-30021 木村　伸明 キムラ　ノブアキ 大阪府 231152-00022 本間　直樹 ホンマ　ナオキ 北海道
230151-30022 湯淺　明 ユアサ　アキラ 大阪府 231152-00023 力石　毅 リキイシ　タケシ 千葉県
230151-30023 馬場　力 ババ　ツトム 大阪府 231152-00024 桶谷　正伸 オケヤ　マサノブ 千葉県
230151-30024 平野　一昌 ヒラノ　カズマサ 大阪府 231152-00026 星野　正典 ホシノ　マサノリ 新潟県
230151-30025 池淵　忠弘 イケブチ　タダヒロ 大阪府 231152-00028 高橋　健一 タカハシ　ケンイチ 東京都
230151-30026 寺岡　孝介 テラオカ　コウスケ 大阪府 231152-00029 村山　将之 ムラヤマ　マサユキ 東京都
230151-30027 原田　賢二 ハラダ　ケンジ 大阪府 231152-00030 高崎　則男 タカサキ　ノリオ 新潟県
230151-30028 都築　真介 ツヅキ　シンスケ 徳島県 231152-00031 田島　透 タジマ　トオル 福岡県
230151-30029 篠畑　昭二 シノハタ　ショウジ 徳島県 231152-00032 柴田　雅彦 シバタ　マサヒコ 福岡県
230151-30030 中村　智郎 ナカムラ　トモオ 大阪府 231152-00033 浦　　広幸 ウラ　ヒロユキ 福岡県
230151-30031 津田　知明 ツダ　トモアキ 兵庫県 231152-00034 清水　逹也 シミズ　タツヤ 山口県
230151-30032 杉浦　健一 スギウラ　ケンイチ 大阪府 231152-00035 神田　和博 カンダ　カズヒロ 新潟県
230151-30033 嶋田　淳志 シマダ　アツシ 兵庫県 231152-00036 高橋　健二 タカハシ　ケンジ 新潟県
230151-30034 浦田　敦志 ウラタ　アツシ 大阪府 231152-00037 保科　洋士 ホシナ　ヒロシ 京都府
230151-30035 中畠　嗣善 ナカハタ　ツヨシ 大阪府 231152-00038 坂本　憲昭 サカモト　ノリアキ 兵庫県
230151-30036 大西　隆文 オオニシ　タカフミ 京都府 231152-00039 辻本　和司 ツジモト　カズジ 兵庫県
230151-30037 吉永　明仁 ヨシナガ　アキヒト 大阪府 231152-00040 堤　　重喜 ツツミ　シゲキ 東京都
230151-30038 冨田　悟司 トミタ　サトシ 大阪府 231152-00041 近藤　仁 コンドウ　ヒトシ 宮城県
230151-30039 白井　雄大 シライ　ユウタ 大阪府 231152-00043 桑原　信人 クワハラ　ノブヒト 埼玉県
230151-30041 野口　勝宣 ノグチ　カツノブ 京都府 231152-00044 佐野　政之 サノ　マサユキ 埼玉県
230151-30042 松井　直也 マツイ　ナオヤ 兵庫県 231152-00045 増子　浩一 マシコ　コウイチ 埼玉県
230151-30043 冨長　勝利 トミナガ　カツトシ 大阪府 231152-00046 岩淵　飛雄馬 イワブチ　ヒュウマ 埼玉県
230151-30044 上田　紀世勝 ウエダ　キヨカツ 大阪府 231152-00049 鳴海　広光 ナルミ　ヒロミツ 北海道
230151-30045 細川　大輔 ホソカワ　ダイスケ 長野県 231152-00050 重井　敏 シゲイ　サトシ 北海道
230151-30046 松井　直樹 マツイ　ナオキ 愛知県 231152-00051 千本　政明 チモト　マサアキ 北海道
230151-30047 加藤　竜哉 カトウ　タツヤ 愛知県 231152-00052 里谷　正好 サトヤ　マサヨシ 北海道
230151-30048 藤田　峰雄 フジタ　ミネオ 愛知県 231152-00053 小林　謙二 コバヤシ　ケンジ 山形県
230151-30049 宮本　義也 ミヤモト　ヨシヤ 兵庫県 231152-00054 滝口　洋介 タキグチ　ヨウスケ 山形県
230151-30050 開原　義成 カイハラ　ヨシナリ 兵庫県 231152-00056 小林　英雄 コバヤシ　ヒデオ 広島県
230151-30051 和田　裕一 ワダ　ユウイチ 京都府 231152-00057 新井　正之 アライ　マサユキ 埼玉県
230151-30052 有田　誠 アリタ　マコト 京都府 231152-00058 山崎　朝史 ヤマザキ　アサジ 埼玉県
230151-30053 森本　彰 モリモト　アキラ 鳥取県 231152-00059 星野　誠司 ホシノ　セイジ 埼玉県
230151-30054 犬伏　昭裕 イヌブシ　アキヒロ 徳島県 231152-00060 江口　忠 エグチ　タダシ 埼玉県
230151-30055 下村　健 シモムラ　ケン 大阪府 231152-00061 佐藤　史和 サトウ　フミカズ 北海道
230151-30056 東　　知弘 ヒガシ　トモヒロ 兵庫県 231152-00062 小磯　芳行 コイソ　ヨシユキ 埼玉県
230151-30057 杉村　滋男 スギムラ　シゲオ 愛知県 231152-00064 正木　慎一 マサキ　シンイチ 熊本県
230151-30058 山下　直樹 ヤマシタ　ナオキ 愛知県 231152-00065 倉橋　伸之 クラハシ　ノブユキ 熊本県
230151-30059 篭橋　泰仁 カゴハシ　ヤスヒト 愛知県 231152-00066 小山　直 オヤマ　スナオ 熊本県

231152-00067 濱名　憲孝 ハマナ　ノリタカ 北海道
231152-00068 坂本　清美 サカモト　キヨミ 北海道
231152-00069 中山　嘉信 ナカヤマ　ヨシノブ 秋田県
231152-00070 田仲　直浩 タナカ　ナオヒロ 北海道
231152-00071 斉藤　良一 サイトウ　リョウイチ 北海道
231152-00072 千葉　正之 チバ　マサユキ 北海道
231152-00073 松田　隆 マツダ　タカシ 北海道
231152-00074 早坂　力郎 ハヤサカ　ソキオ 北海道
231152-00075 小谷　勇一 コタニ　ユウイチ 北海道
231152-00077 木本　康彦 キモト　ヤスヒコ 福岡県
231152-00078 中村　竜一 ナカムラ　リュウイチ 福岡県
231152-00079 渡辺　孝司 ワタナベ　コウジ 富山県
231152-00080 中島　慎一 ナカシマ　シンイチ 富山県
231152-00081 渡辺　学 ワタナベ　サトル 富山県
231152-00082 加賀谷　譲治 カガタニ　ジョウジ 富山県
231152-00083 中島　達巳 ナカシマ　タツミ 富山県
231152-00084 阿部　道 アベ　トオル 栃木県
231152-00085 伊藤　勝 イトウ　マサル 埼玉県
231152-00086 野沢　正夫 ノザワ　マサオ 東京都
231152-00087 望月　勝巳 モチヅキ　カツミ 東京都
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受講   番号 申請者氏名 ふりがな 受講   番号 申請者氏名 ふりがな



Ｒ０２年度 登録ダクト基幹技能者講習 Ｒ０２年度 登録ダクト基幹技能者講習
2021.03.05 現在 更新申請者試験合格者デ－タ－１－５ 2021.03.05 現在 更新申請者試験合格者デ－タ－１－６
第１回　更新講習開催 第１回　更新講習開催

都道府県 都道府県
231152-00089 山田　剛義 ヤマダ　タカノリ 東京都 231152-00177 常盤　武士 トキワ　タケシ 京都府
231152-00090 高田　英明 タカダ　ヒデアキ 東京都 231152-00178 仲村　公二 ナカムラ　キミジ 福岡県
231152-00091 増田　啓介 マスダ　ケイスケ 東京都 231152-00179 西　　讓司 ニシ　ジョウジ 北海道
231152-00092 太田　輝城 オオタ　テルシロ 東京都 231152-00180 成田　和典 ナリタ　カズノリ 北海道
231152-00093 高口　恒宏 コウグチ　ツネヒロ 東京都 231152-00181 石井　藤広 イシイ　フジヒロ 北海道
231152-00094 村瀬　英暢 ムラセ　ヒデノブ 東京都 231152-00182 木村　文則 キムラ　フミノリ 千葉県
231152-00095 加藤　宏 カトウ　ヒロシ 東京都 231152-00183 松田　寛行 マツダ　ヒロユキ 長野県
231152-00096 羽根田　剛 ハネダ　ツヨシ 北海道 231152-00184 稲村　行紀 イナムラ　ユキノリ 福井県
231152-00098 大和田　晃生 オオワダ　アキオ 神奈川県 231152-00185 野阪　秀樹 ノサカ　ヒデキ 福井県
231152-00099 寺岡　陽一 テラオカ　ヨウイチ 大阪府 231152-00186 伊藤　章史 イトウ　アキテル 愛媛県
231152-00100 亀山　智昭 カメオカ　トモアキ 大阪府 231152-00187 中村　昭一 ナカムラ　ショウイチ 兵庫県
231152-00101 松本　慎也 マツモト　シンヤ 大阪府 231152-00188 木村　光男 キムラ　ミツオ 兵庫県
231152-00102 田中　哲夫 タナカ　テツオ 山口県 231152-00189 渡邉　貴志 ワタナベ　タカシ 大阪府
231152-00103 阿部　年彦 アベ　トシヒコ 青森県 231152-00190 大島　弘 オオシマ　ヒロシ 栃木県
231152-00104 柴田　卓美 シバタ　タクミ 青森県 231152-00191 関本　和敏 セキモト　カズトシ 千葉県
231152-00106 佐藤　治人 サトウ　ハルト 宮城県 231152-00193 鹿内　正人 シカナイ　マサヒト 東京都
231152-00107 手塚　克哉 テヅカ　カツヤ 栃木県 231152-00194 今　　忠徳 コン　タダノリ 青森県
231152-00109 渡辺　直樹 ワタナベ　ナオキ 福井県 231152-00195 髙橋　陽一 タカハシ　ヨウイチ 埼玉県
231152-00110 角谷　武夫 カドヤ　タケオ 福井県 231152-00196 菊野　浩 キクノ　ヒロシ 埼玉県
231152-00111 岡田　直大 オカダ　ナオヒロ 福井県 231152-00197 宮崎　敏明 ミヤザキ　トシアキ 埼玉県
231152-00112 板谷　正巳 イタヤ　マサミ 北海道 231152-00198 塩崎　文雄 シオザキ　フミオ 大阪府
231152-00115 若林　由隆 ワカバヤシ　ヨシタカ 北海道 231152-00199 山方　和久 ヤマガタ　カズヒサ 長崎県
231152-00116 小畑　克彦 オバタ　カツヒコ 北海道 231152-00200 大場　猛 オオバ　タケシ 長崎県
231152-00117 門別　晃則 モンベツ　アキノリ 北海道 231152-00201 稲田　耕吉 イナダ　コウキチ 長崎県
231152-00119 加藤　正幸 カトウ　マサユキ 北海道 231152-00202 関根　栄 セキネ　サカエ 茨城県
231152-00120 山谷　孝幸 ヤマヤ　タカユキ 北海道 231152-00203 栗原　久志 クリハラ　ヒサシ 茨城県
231152-00121 三浦　寿昭 ミウラ　ヒサアキ 北海道 231152-00204 名知原　和男 ナチハラ　カズオ 茨城県
231152-00122 川端　久生 カワバタ　ヒサオ 北海道 231152-00205 髙松　功一 タカマツ　コウイチ 茨城県
231152-00123 山崎　勇一 ヤマザキ　ユウイチ 北海道 231152-00206 荒川　雄二 アラカワ　ユウジ 茨城県
231152-00124 渡邉　祐吉 ワタナベ　ユウキチ 北海道 231152-00207 大場　信弘 オオバ　ノブヒロ 茨城県
231152-00125 髙橋　竜生 タカハシ　タツオ 北海道 231152-00210 上田　洋介 ウエダ　ヨウスケ 神奈川県
231152-00126 畠山　智 ハタケヤマ　サトシ 北海道 231152-00211 西田　浩之 ニシダ　ヒロユキ 大阪府
231152-00129 野瀬　久徳 ノセ　ヒサノリ 福岡県 231152-00212 室本　武博 ムロモト　タケヒロ 大阪府
231152-00131 柚木原　豊美 ユノキハラ　トヨミ 鹿児島県 231152-00213 杉浦　秀一 スギウラ　ヒデカズ 大阪府
231152-00132 永濵　真琴 ナガハマ　マコト 鹿児島県 231152-00214 議　　茂伸 ハカリ　シゲノブ 大阪府
231152-00133 上岡　勝 カミオカ　マサル 埼玉県 231152-00215 星　　兼敏 ホシ　カネトシ 埼玉県
231152-00134 星谷　匠 ホシヤ　タクミ 東京都 231152-00216 花澤　康弘 ハナザワ　ヤスヒロ 千葉県
231152-00136 櫛野　靖徳 クシノ　ヤスツ 福岡県 231152-00217 手合　正幸 テアイ　マサユキ 大阪府
231152-00137 中村　泰武 ナカムラ　ヤスタケ 福岡県 231152-00218 佐藤　琢馬 サトウ　タクマ 山口県
231152-00138 清水　信太郎 シミズ　シンタロウ 福井県 231152-00219 皆田　茂 ミナタ　シゲル 山口県
231152-00140 小林　明広 コバヤシ　アキヒロ 埼玉県 231152-00220 小田　進 オダ　ススム 和歌山県
231152-00141 吉岡　岳志 ヨシオカ　タケシ　 福岡県 231152-00221 大森　浩祐 オオモリ　コウスケ 熊本県
231152-00142 熊澤　栄二 クマザワ　エイジ 福岡県 231152-00222 伊藤　公一 イトウ　コウイチ 熊本県
231152-00143 中村　好行 ナカムラ　ヨシユキ 北海道 231152-00223 小原　靖 オバラ　オサム 熊本県
231152-00144 髙森　順一 タカモリ　ジュンイチ 北海道 231152-00224 池田　武史 イケダ　タケシ 千葉県
231152-00145 日下　浩二 クサカ　コウジ 北海道 231152-00225 宮崎　清治 ミヤザキ　セイジ 埼玉県
231152-00146 永浦　武幸 ナガウラ　タケユキ 神奈川県 231152-00226 纐纈　操 コウケツ　ミサオ 埼玉県
231152-00147 広瀬　朝重 ヒロセ　トモシゲ 埼玉県 231152-00227 大城　国昭 オオシロ　クニアキ 沖縄県
231152-00148 佐間田　淳一 サマタ　ジュンイチ 埼玉県 231152-00229 笈沼　正則 オイヌマ　マサノリ 静岡県
231152-00149 長谷川　治夫 ハセガワ　オサオ 大阪府 231152-00230 増田　裕史 マスダ　ヒロフミ 静岡県
231152-00150 原田　勇 ハラダ　イサム 大阪府 231152-00231 市田　邦昭 イチダ　クニアキ 京都府
231152-00151 中原　大悟 ナカハラ　ダイゴ 大阪府 231152-00232 原　　浩司 ハラ　ヒロシ 滋賀県
231152-00152 原　　秀明 ハラ　ヒデアキ 福岡県 231152-00233 大石　寿成 オオイシ　トシナリ 埼玉県
231152-00153 関川　拓徳 セキカワ　タクノリ 北海道 231152-00234 半田　敏明 ハンダ　トシアキ 福岡県
231152-00154 峯崎　徹 ミネサキ　トオル 千葉県 231152-00235 松本　勉 マツモト　ツトム 福岡県
231152-00155 栗山　広和 クリヤマ　ヒロカズ 大阪府 231152-00236 鳴海　知広 ナルミ　トモヒロ 北海道
231152-00156 島村　昭年 シマムラ　アキトシ 大阪府 231152-00237 島田　大助 シマダ　ダイスケ 北海道
231152-00157 渡辺　和則 ワタナベ　カズノリ 大阪府 231152-00238 武藤　光正 ブトウ　ミツマサ 神奈川県
231152-00158 園内　隆幸 ソノウチ　タカユキ 大阪府 231152-00239 田岡　利之 タオカ　トシユキ 大阪府
231152-00159 島田　喜善正 シマダ　キヨマサ 山口県 231152-00240 宮　　宗義 ミヤ　ムネヨシ 広島県
231152-00160 梶田　浩二 カジタ　コウジ 大阪府 231152-00241 松谷　好石 マツタニ　コウセキ 大阪府
231152-00161 竹中　弘幸 タケナカ　ヒロユキ 大阪府 231152-00242 徳永　力 トクナガ　リキ 熊本県
231152-00162 米田　和哉 ヨネダ　カズヤ 大阪府 231152-00243 秋吉　研司 アキヨシ　ケンジ 大分県
231152-00163 松本　一伸 マツモト　カズノブ 大阪府 231152-00244 鏡　　勝彦 カガミ　カツヒコ 徳島県
231152-00164 高橋　俊介 タカハシ　シュンスケ 長崎県 231152-00245 上山　博久 カミヤマ　ヒロヒサ 北海道
231152-00165 深瀬　直人 フカセ　ナオト 東京都 231152-00246 佐藤　浩二 サトウ　コウジ 東京都
231152-00166 川崎　正博 カワサキ　マサヒロ 静岡県 231152-00247 西入　郁人 ニシイリ　フミヒト 北海道
231152-00167 西川　淳 ニシカワ　ジュン 静岡県 231152-00248 川村　亮 カワムラ　リョウ 北海道
231152-00168 冨内　幸二 トミウチ　コウジ 三重県 231152-00249 畑　　他喜夫 ハタ　タキオ 兵庫県
231152-00169 橋本　展政 ハシモト　ノブマサ 三重県 231152-00251 佐竹　雄一 サタケ　ユウイチ 茨城県
231152-00170 笹　　康幸 ササ　ヤスユキ 兵庫県 231152-00252 大畠　美義 オオハタ　ミヨシ 茨城県
231152-00172 野本　英司 ノモト　エイジ 愛媛県 231152-00253 河口　功太郎 カワグチ　コウタロウ 京都府
231152-00173 船野　隆 フナノ　タカシ 宮城県 231152-00254 磯野　宏 イソノ　ヒロシ 京都府
231152-00175 宮本　和隆 ミヤモト　カズタカ 愛知県 231152-00255 羽鳥　淳 ハトリ　アツシ 群馬県
231152-00176 前川　一之 マエカワ　カズユキ 京都府 231152-00256 新井田　満 ニイダ　ミツル 東京都

75 75

受講   番号 申請者氏名 ふりがな 受講   番号 申請者氏名 ふりがな



Ｒ０２年度 登録ダクト基幹技能者講習 Ｒ０２年度 登録ダクト基幹技能者講習
2021.03.05 現在 更新申請者試験合格者デ－タ－１－７ 2021.03.05 現在 更新申請者試験合格者デ－タ－１－８
第１回　更新講習開催 第１回　更新講習開催

都道府県 都道府県
231152-00257 武藤　正己 ムトウ　マサミ 静岡県
231152-00258 藤田　吉彦 フジタ　ヨシヒコ 静岡県
231152-00259 坂元　功一 サカモト　コウイチ 大阪府
231152-00260 福地　清孝 フクチ　キヨタカ 福岡県
231152-00261 溝口　努 ミゾグチ　ツトム 福岡県
231152-00262 藤田　竜也 フジタ　タツヤ 福岡県
231152-00264 廣岡　篤史 ヒロオカ　アツシ 京都府
231152-00266 阿部　孝市 アベ　コウイチ 宮城県
231152-00267 松澤　毅 マツザワ　ツヨシ 埼玉県
231152-00268 松永　滋郎 マツナガ　ジロウ 埼玉県
231152-00269 桧山　清勝 ヒヤマ　キヨカツ 埼玉県
231152-00270 三村　一成 ミムラ　カズナリ 埼玉県
231152-00271 石井　康智 イシイ　ヤストモ 埼玉県
231152-00274 森川　努 モリカワ　ツトム 広島県
231152-00275 安栖　由章 ヤスズミ　ヨシアキ 東京都
231152-00277 大平　誠二 オオヒラ　セイジ 栃木県
231152-00278 四ノ宮　衛 シノミヤ　マモル 茨城県
231152-00279 遠藤　隆仁 エンドウ　タカヒト 兵庫県
231152-00280 増田　浩大 マスダ　ヒロマサ 兵庫県
231152-00282 宮崎　弘行 ミヤザキ　ヒロユキ 茨城県
231152-00284 吉川　康弘 ヨシカワ　ヤスヒロ 大阪府
231152-00285 小口　恒樹 オグチ　ツネキ 長野県
231152-00286 天水　太一 アマミズ　タイチ 兵庫県
231152-00287 栗岡　直樹 クリオカ　ナオキ 北海道
231152-00290 一樂　政博 イチラク　マサヒロ 奈良県
231152-00291 竹花　良二 タケハナ　リョウジ 北海道
231152-00292 大滝　政幸 オオタキ　マサユキ 北海道
231152-00293 西川　哲夫 ニシカワ　テツオ 北海道
231152-00294 稲辺　将之 イナベ　マサユキ 静岡県
231152-00296 藤村　範明 フジムラ　ノリアキ 福井県
231152-00297 木村　匡一 キムラ　マサカズ 福井県
231152-00298 伊藤　公明 イトウ　キミアキ 埼玉県
231152-00301 中道　良智 ナカミチ　ヨシトモ 秋田県
231152-00302 中村　哲也 ナカムラ　テツヤ 鹿児島県
231152-00303 横野　和也 ヨコノ　カズヤ 大阪府
231152-00304 西出　友昭 ニシデ　トモアキ 大阪府
231152-00305 福山　雄三 フクヤマ　ユウゾウ 熊本県
231152-00306 大島　勝洋 オオシマ　カツヒロ 熊本県
231152-00307 野中　裕康 ノナカ　ヒロヤス 熊本県
231152-00309 小松　治信 コマツ　ハルノブ 秋田県
231152-00310 笹川　正明 ササガワ　マサアキ 東京都
231152-00311 飯島　美喜雄 イイジマ　ミキオ 群馬県
231152-00312 深掘　秀樹 フカボリ　ヒデキ 群馬県
231152-00313 宮石　喜康 ミヤイシ　ヨシヤス 群馬県
231152-00314 印波　正治 インバ　マサハル 東京都
231152-00315 金子　亮一 カネコ　亮一 東京都
231152-00316 樋口　龍也 ヒグチ　タツヤ 大阪府
231152-00317 三宅　政敏 ミヤケ　マサトシ 新潟県
231152-00318 小井口　謙一 コイグチ　ケンイチ 埼玉県
231152-00319 山口　博文 ヤマグチ　ヒロフミ 東京都
231152-00320 入野　乾 イリノ　ケン 東京都
231152-00321 河西　浩司 カサイ　コウジ 東京都
231152-00322 渡辺　雅史 ワタナベ　マサシ 東京都
231152-00323 古川　順一 フルカワ　ジュンイチ 秋田県
231152-00324 菅藤　和也 カントウ　カズヤ 神奈川県
231152-00325 高橋　浩司 タカハシ　コウジ 埼玉県
231152-00326 内田　博之 ウチダ　ヒロユキ 大阪府
231152-00327 鎌田　義昭 カマタ　ヨシアキ 東京都
231152-00329 平井　正信 ヒライ　マサノブ 大阪府
231152-00331 軽部　慎一 カルベ　シンイチ 埼玉県
231152-00332 佐久間　英泰 サクマ　ヒデヤス 福島県
231152-00333 櫻井　耕二 サクライ　コウジ 茨城県
231152-00335 桑原　志郎 クワバラ　シロウ 群馬県
231152-00336 山中　孝一 ヤマナカ　コウイチ 熊本県
231152-00337 藤門　義久 フジカド　ヨシヒサ 熊本県
231152-00338 松山　秋夫 マツヤマ　アキオ 熊本県
231152-00339 下田　政直 シモダ　マサナオ 熊本県
231152-00340 山下　高弘 ヤマシタ　タカヒロ 熊本県
231152-00341 出口　洋和 デグチ　ヒロカズ 熊本県
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