
0302001 廣田　剛宣 ㈱前田美装工業 0302053 五十嵐　正彦 合資会社みうらや

0302002 三塚　治 ㈱ヤマザキ 0302054 高畠　健 ㈲高畠塗装工業

0302003 清水　和人 ㈱ヤマザキ 0302056 堀田　俊貴 ㈲高畠塗装工業

0302005 浅野　邦裕 ㈱景月 0302057 大坪　瑞葵 ㈲高畠塗装工業

0302006 平石　芳弘 ㈱日比野塗装店 0302058 髙見澤　正則 ㈲高見沢塗装

0302007 嘉納　裕倫 ㈱日比野塗装店 0302059 架場　健一 ㈱宮下塗装店

0302008 根守　勇太 ㈱根守建装 0302060 飛家　正志 ㈱宮下塗装店

0302009 水原　英樹 浜子塗工㈱ 0302061 越村　寿美夫 ㈲沖田塗装

0302010 上野　雅良 中川塗装㈱ 0302062 竹田　真範 ㈲沖田塗装

0302011 本田　宏明 中川塗装㈱ 0302063 木下　夕子 ㈲沖田塗装

0302012 堀田　武久 大塚塗装㈱ 0302064 近江　誠 ㈱ナカセン

0302013 大塚　茂雄 大塚塗装㈱ 0302065 幸野　正幸 ㈱ポエジ

0302014 小泉　勇貴 ㈱富澤塗装店 0302066 小岩　浩 平川塗装㈱

0302015 滝澤　亮祐 ㈱富澤塗装店 0302067 村木　寿和 平川塗装㈱

0302016 種岡　裕之 かいづ塗工㈱ 0302068 伊藤　浩士 平川塗装㈱

0302017 倉石　史生 ㈱小島塗装店 0302069 葛西　康市 ㈱中村塗装店

0302018 三村　雅人 ㈱三村塗装店 0302070 田室　光生 ㈱田室塗装

0302019 三村　敦志 ㈱三村塗装店 0302071 黒田　裕介 ㈱山崎塗装店

0302020 八木　浩和 ㈱野村塗装店 0302072 山本　秀人 ㈱山崎塗装店

0302021 鶴見　民広 ㈱ツルミ 0302073 白崎　達也 ㈱山崎塗装店

0302022 遠島　吉直 アオイ建装㈱ 0302074 柳原　尚美 ㈱山崎塗装店

0302023 丸屋　雅貴 ㈱北伸 0302075 永浦　亮誠 ㈲郷社吹付塗装

0302025 梅田　真吾 ㈱第一興産 0302076 山本　誠 ㈲郷社吹付塗装

0302026 石倉　英明 ㈱石井塗装 0302077 酒井　直樹 ㈱酒井塗装店

0302027 長田　達也 ㈱野尻塗装店 0302078 久保田　晃綱 ㈱酒井塗装店

0302028 吉川　勇樹 ㈱美装工業 0302079 髙田　勇弥 高田塗装㈱

0302029 岡田　路都 新栄電装㈱ 0302080 安保　充彦 安保塗装㈱

0302030 三浦　寛和 ㈲みうら塗装工業 0302081 川田　和範 安保塗装㈱

0302031 大塚　信吾 佐野塗装㈱ 0302082 髙山　治樹 安保塗装㈱

0302032 吉田　大樹 ㈱吉田塗工 0302083 髙橋　浩 安保塗装㈱

0302033 水上　毅 ㈱吉田塗工 0302084 百瀬　博志 安保塗装㈱

0302034 霜　祥一 ㈱若宮塗装工業所 0302085 那須　慎平 ㈱シマムラ

0302035 紙子　隆生 ㈱若宮塗装工業所 0302086 小笠原　嘉信 天池塗興㈱

0302036 気谷　裕一 ㈱若宮塗装工業所 0302087 川淵　龍見 天池塗興㈱

0302038 竹島　毅 ㈱若宮塗装工業所 0302088 鍛冶　昭宏 天池塗興㈱

0302039 兼田　高希 ㈱若宮塗装工業所 0302089 松尾　真琴 ㈲吉野塗装工業

0302040 西出　和人 ㈱若宮塗装工業所 0302090 吉野　一澄 ㈲吉野塗装工業

0302041 池田　貴洋 ㈱若宮塗装工業所 0302091 宮本　康史 荻野塗装㈱

0302042 寺田　伸也 ㈱若宮塗装工業所 0302092 田中　泰裕 荻野塗装㈱

0302043 知家　淳二 ㈱若宮塗装工業所 0302093 関　清志 関東塗装工業㈱

0302044 本田　貴寿 ㈱若宮塗装工業所 0302094 加古　哲也 関東塗装工業㈱

0302045 黒田　宏 ㈱黒田塗装店 0302095 中村　健哉 ㈱三平塗装

0302046 荒井　良憲 ㈱黒田塗装店 0302096 米畑　陽介 開成ペインテックス㈱

0302047 松尾　康弘 第一美研興業㈱ 0302097 米畑　好博 開成ペインテックス㈱

0302048 長谷川　卓也 ㈱青柳塗装 0302098 山本　貴俊 開成ペインテックス㈱

0302049 渡邉　龍一 ㈲渡辺塗装 0302099 中村　太志 開成ペインテックス㈱

0302050 寺島　克治 ㈱フルハタ 0302100 松永　一男 開成ペインテックス㈱

0302051 下村　昌志 合資会社みうらや 0302101 宮本　章 個人事業主

0302052 松井　和成 合資会社みうらや 0302102 沖田　拓也 個人事業主

会社名

令和2年度　第33回登録建設塗装基幹技能者講習会　合格者一覧

2月24・25日　富山産業展示館　テクノホールにて開催
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