
Ｒ０２年度 登録ダクト基幹技能者講習　受講申込者デ－タ－１
20210309現在

第１回　東京地区　東京空調衛生工業会　令和３年２月３日（水）～５日（金）開催

都道府県

230201-10001 石塚　剛 イシヅカ　ツヨシ 埼玉県

230201-10002 谷口　裕太 タニグチ　ユウタ 東京都

230201-10003 仲澤　武史 ナカザワ　タケシ 東京都

230201-10004 長谷川　蓮 ハセガワ　レン 埼玉県

230201-10008 四十谷　康二 アイタニ　コウジ 富山県

230201-10010 桑原　将之介 クワバラ　ショウノスケ 埼玉県

230201-10011 小林　大純 コバヤシ　ヒロズミ 東京都

230201-10013 早坂　重也 ハヤサカ　シゲヤ 埼玉県

230201-10014 大木　剛 オオキ　タケシ 埼玉県

230201-10015 上西　秀人 ジョウニシ　ヒデヒト 千葉県

230201-10016 小堀　嗣貴 コボリ　ツグキ 東京都

230201-10017 池上　雅美 イケガミ　マサヨシ 埼玉県

230201-10018 渡部　勇一 ワタベ　ユウイチ 東京都

230201-10019 木村　雅也 キムラ　マサヤ 東京都

230201-10020 手塚　伸勝 テヅカ　ノブカツ 茨木県

230201-10021 長谷部　努 ハセベ　ツトム 東京都

230201-10022 戸張　達也 トバリ　タツヤ 埼玉県

230201-10023 阿部　泰久 アベ　ヤスヒサ 東京都

230201-10025 倉井　康志 クライ　ヤスシ 神奈川県

230201-10027 小野里　正 オノザト　タダシ 東京都

230201-10028 髙﨑　智広 タカサキ　トモヒロ 東京都

230201-10029 加藤　忠 カトウ　タダシ 埼玉県

230201-10032 逆井　勤 サカサイ　ツトム 東京都

230201-10033 小出　琢飛 コイデ　タクト 千葉県

230201-10034 齊籐　誠也 サイトウ　セイヤ 神奈川県

230201-10035 五十嵐　毅 イカラシ　ツヨシ 新潟県

230201-10036 佐藤　秀幸 サトウ　ヒデユキ 新潟県

230201-10037 朝比奈　隆一 アサヒナ　リュウイチ 東京都

230201-10038 桐林　豊土 キリバヤシ　トヨト 神奈川県

230201-10043 長根　諒 ナガネ　リョウ 東京都
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令和２年度 登録ダクト基幹技能者講習　受講申込者デ－タ－２
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第２回　九州地区　「ホテルルートイン熊本駅前」　令和３年２月１１日（木）～１３日（土）開催

都道府県

230201-20003 鶴田　順也 ツルタ　ジュンヤ 福岡県

230201-20004 右田　翼 ミギタ　ツバサ 福岡県

230201-20005 松尾　彰人 マツオ　アキト 福岡県

230201-20006 今田　博己 イマダ　ヒロミ 広島県

230201-20007 山下　拓之 ヤマシタ　タクユキ 福岡県

230201-20008 豊田　健 トヨタ　タケシ 熊本県

230201-20009 本住　勝一郎 ホンズミ　ショウイチロウ 熊本県

230201-20010 宮崎　貴志 ミヤザキ　タカシ 熊本県

230201-20011 前坂　実鶴 マエサカ　ミツル 熊本県

230201-20012 三原　浩之 ミハラ　ヒロユキ 熊本県

230201-20013 平島　優 ヒラシマ　ユウ 熊本県

230201-20015 新西　翔太 シンニシ　ショウタ 福岡県

230201-20016 比嘉　聖二 ヒガ　ショウジ 福岡県

230201-20017 西峯　和正 ニシミネ　カズマサ 鹿児島県

230201-20018 宮地　武史 ミヤジ　タケシ 熊本県

230201-20019 中島　靖啓 ナカシマ　ヤスヒロ 熊本県

230201-20020 畠中　和則 ハタケナカ　カズノリ 鹿児島県

230201-20021 宮里　栄達 ミヤザト　エイタツ 沖縄県

230201-20022 糸洲　大輝 イトス　タイキ 沖縄県

230201-20023 金子　裕之 カネコ　ヒロユキ 熊本県

230201-20024 比嘉　一利史 ヒガ　カズトシ 沖縄県

230201-20025 島袋　喜文 シマブクロ　ヨシフミ 沖縄県
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令和２年度 登録ダクト基幹技能者講習　受講申込者デ－タ－３
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第３回大阪地区　大阪府立北大阪高等職業技術専門校 令和３年２月２５日（木）～２７日（土）開催

都道府県

230201-30001 山田　陽介 ヤマダ　ヨウスケ 愛知県

230201-30002 高木　宏典 タカギ　ヒロノリ 大阪府

230201-30003 富田　学 トミタ　マナブ 大阪府

230201-30004 大浦　良也 オオウラ　ヨシヤ 愛知県

230201-30005 山田　一敏 ヤマダ　カズトシ 大阪府

230201-30006 奥　将太郎 オク　ショウタロウ 兵庫県

230201-30007 鬼塚　兼輔 オニヅカ　ケンスケ 兵庫県

230201-30008 竹中　幸則 タケナカ　ユキノリ 愛知県

230201-30009 川本　誠 カワモト　マコト 石川県

230201-30010 橋詰　善行 ハシヅメ　ヨシユキ 京都府

230201-30011 木下　新太郎 キノシタ　シンタロウ 大阪府

230201-30012 勝連　昌弘 カツレン　マサヒロ 愛知県

230201-30013 岩下　晋作 イワシタ　シンサク 愛知県

230201-30014 大林　雄二 オオバヤシ　ユウジ 京都府

230201-30015 中村　剰二 ナカムラ　ジョウジ 京都府

230201-30016 石川　嘉一 イシカワ　ヨシカズ 京都府

230201-30017 吉澤　俊樹 ヨシザワ　トシキ 京都府

230201-30018 住野　吉照 スミノ　ヨシテル 大阪府

230201-30019 藤村　憲司 フジムラ　ケンジ 大阪府

230201-30021 西村　嘉晃 ニシムラ　ヨシアキ 大阪府

230201-30022 柿本　隼人 カキモト　ハヤト 大阪府

230201-30023 峯山　忠司 ミネヤマ　タダシ 大阪府

230201-30026 筈谷　幸司 ハズタニ　コウジ 和歌山県

230201-30027 森　光二郞 モリ　コウジロウ 和歌山県

230201-30028 岡田　亮介 オカダ　リョウスケ 徳島県

230201-30029 三木　敏洋 ミキ　トシヒロ 徳島県

230201-30030 守屋　貴史 モリヤ　タカシ 大阪府

230201-30031 原　一史 ハラ　カズフミ 島根県

230201-30032 西島　裕介 ニシジマ　ユウスケ 大阪府

230201-30033 平藤　充彦 ヒラフジ　ミツヒコ 大阪府

230201-30034 堂元　純一 ドウモト　ジュンイチ 大阪府

230201-30035 井上　幸二 イノウエ　コウジ 京都府

230201-30036 大河原　宏樹 オオカワラ　ヒロキ 香川県

230201-30037 竹村　幸浩 タケムラ　ユキヒロ 香川県

230201-30038 武田　裕司郎 タケダ　ユウジロウ 兵庫県

230201-30039 藤原　武利 フジワラ　タケトシ 大阪府

230201-30040 山本　秀一 ヤマモト　シュウイチ 大阪府

230201-30041 小林　亮公 コバヤシ　アキノリ 大阪府

230201-30042 小畑　利一 オバタ　リイチ 兵庫県

230201-30043 大槻　昭 オオツキ　アキラ 京都府

230201-30044 大槻　祥人 オオツキ　ヨシト 京都府

230201-30045 長友　隆 ナガトモ　タカシ 大阪府

230201-30046 幸喜　陵司 コウキ　リョウジ 大阪府

230201-30047 赤木　秀旭 アカギ　ヒデアキ 大阪府

230201-30048 堂口　幸信 ドウグチ　ユキノブ 大阪府

230201-30049 髙橋　守行 タカハシ　モリユキ 大阪府

230201-30050 久保　剛 クボ　ツヨシ 大阪府

230201-30051 皆吉　佑哉 ミナヨシ　ユウヤ 大阪府

230201-30052 田所　勝義 タドコロ　カツヨシ 香川県

230201-30053 元木　達也 モトキ　タツヤ 香川県

230201-30054 片岡　弘幸 カタオカ　ヒロユキ 大阪府

230201-30055 北　征弘 キタ　マサヒロ 京都府
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