
令和４年建築基準適合判定資格者検定合格者 

 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第５条の規定に基づく令和４年建築基準適合判定資格者検定（令和４年８月２６日施行）に合格した者

の氏名を同法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第６条の規定により、次のとおり公告する。 

 

令和４年１２月２６日 

国土交通大臣 斉藤 鉄夫 

 

受検地 札幌市 

北海道 1A 00010 高野 裕太 

北海道 1A 00011 瀨 孝弘 

北海道 1A 00012 杉原 秀勝 

北海道 1A 00019 楠木 善博 

北海道 1A 00028 細谷 孝司 

北海道 1A 00033 沢田 匡史 

北海道 1A 00036 籾山 広樹 

北海道 1A 00037 佐藤 宜子 

北海道 1A 00043 中山 雄一 

北海道 1A 00049 鴫原 克幸 

    

受検地 仙台市 

青森県 2A 00001 和田 尚 

青森県 2A 00003 小関 優子 

岩手県 2B 00002 山口 大輔 

宮城県 2C 00002 工藤 隆二 

宮城県 2C 00009 熊谷 凌 

宮城県 2C 00014 手島 翔太 

宮城県 2C 00016 菅原 悠毅 

秋田県 2D 00001 戸島 将 

秋田県 2D 00003 佐藤 大輔 

山形県 2E 00004 仁科 和美 

福島県 2F 00001 及川 美帆 

福島県 2F 00002 小林 信子 

福島県 2F 00006 川崎 周一 

福島県 2F 00011 大竹 麻奈美 

福島県 2F 00013 菅谷 泉美 

福島県 2F 00015 小久保 拓哉 

    

受検地 さいたま市 

茨城県 3A 00004 古池 博明 

茨城県 3A 00006 國枝 謙一 

茨城県 3A 00007 笠井 陵平 

茨城県 3A 00009 深谷 将太郎 

茨城県 3A 00010 竹森 芳 

茨城県 3A 00011 鈴木 真実子 

茨城県 3A 00012 箕輪 正博 

茨城県 3A 00014 大髙 正裕 

茨城県 3A 00015 神代 巧 

茨城県 3A 00018 田口 卓哉 

茨城県 3A 00022 大森 慶 

茨城県 3A 00032 小田桐 麻衣子 

栃木県 3B 00001 岡崎 淳 

栃木県 3B 00003 髙堀 律子 

栃木県 3B 00005 新井 敬 

栃木県 3B 00009 入舩 尚己 

栃木県 3B 00013 入月 和広 

栃木県 3B 00015 亀山 剛俊 

群馬県 3C 00004 髙  和也 

群馬県 3C 00005 髙橋 彩月 

群馬県 3C 00008 鬼山 倫幸 

群馬県 3C 00013 畑 維博 

群馬県 3C 00014 飯塚 亮太 

群馬県 3C 00022 内田 貴士 

群馬県 3C 00023 髙橋 信裕 

埼玉県 3D 00001 志賀 康治 

埼玉県 3D 00005 山田 朱芙 

埼玉県 3D 00007 髙橋 良和 

埼玉県 3D 00008 山﨑 寛子 

埼玉県 3D 00011 大澤 竜哉 

埼玉県 3D 00012 沼尻 等 

埼玉県 3D 00017 福富 悠介 

埼玉県 3D 00018 吉田 優子 

埼玉県 3D 00019 草間 悠輔 

埼玉県 3D 00021 山中 慎一 

埼玉県 3D 00023 根本 雅章 

埼玉県 3D 00025 塙 翔吾 

埼玉県 3D 00026 野上 久佳 

埼玉県 3D 00028 大黒 倫明 

埼玉県 3D 00029 小田 美紗 

埼玉県 3D 00037 岩﨑 理奈 

埼玉県 3D 00039 小野寺 幸生 

埼玉県 3D 00047 吉川 悠美 

埼玉県 3D 00049 塩見 広樹 

埼玉県 3D 00051 田村 裕介 

埼玉県 3D 00052 鈴木 裕二 

埼玉県 3D 00056 袋 友則 

千葉県 3E 00001 三山 孝 

千葉県 3E 00002 髙梨 俊幸 

千葉県 3E 00003 国重 健太 

千葉県 3E 00005 池田 恵理子 

千葉県 3E 00007 金澤 真里子 

千葉県 3E 00008 秋葉 智幸 

千葉県 3E 00014 正木 貴也 

千葉県 3E 00029 澤 卓矢 

千葉県 3E 00041 川端 義人 

千葉県 3E 00042 吉尾 晃一 

千葉県 3E 00048 秋本 裕幸 

東京都 3F 00002 安里 寛紀 

東京都 3F 00003 数野 純哉 

東京都 3F 00006 石﨑 浩太郎 

東京都 3F 00008 遠藤 萌 

東京都 3F 00009 出口 昌利 

東京都 3F 00012 頼住 好絵 

東京都 3F 00013 溝口 優衣 

東京都 3F 00014 遠藤 晴彦 

東京都 3F 00015 佐藤 貢 

東京都 3F 00024 川村 亜弥 

東京都 3F 00025 久保 歩美 

東京都 3F 00026 前田 亮 

東京都 3F 00031 榎本 孝司 

東京都 3F 00033 長尾 美幸 

東京都 3F 00043 野口 寛史 

東京都 3F 00044 中 克己 

東京都 3F 00046 黒川 裕司 

東京都 3F 00057 佐野 凌太郎 

東京都 3F 00058 吉永 朋子 

東京都 3F 00059 小林 正純 

東京都 3F 00060 林 繁樹 

東京都 3F 00063 沢 博文 

東京都 3F 00065 髙橋 学 

東京都 3F 00067 中村 美保 

東京都 3F 00069 大嶋 真粧美 

東京都 3F 00070 松井 尚哉 

東京都 3F 00072 大原 寿也 

東京都 3F 00078 大桶 知子 

東京都 3F 00079 下村 太郎 

東京都 3F 00080 岡村 文瑛 

東京都 3F 00084 多和田 麻由 

東京都 3F 00100 木村 遼太郎 

東京都 3F 00105 佐々木 淳 

東京都 3F 00108 杉山 輝樹 

東京都 3F 00113 井 智希 

東京都 3F 00123 阿部 渉 

神奈川県 3G 00002 内藤 祐輔 

神奈川県 3G 00005 中村 友哉 

神奈川県 3G 00011 羽鳥 洋子 

神奈川県 3G 00012 北田 景子 

神奈川県 3G 00013 戸谷 武司 

神奈川県 3G 00014 山内 成人 

神奈川県 3G 00018 田宮 昭豊 

神奈川県 3G 00019 手塚 知絵子 

神奈川県 3G 00020 長谷川 慶太 

神奈川県 3G 00024 佐々 直哉 

神奈川県 3G 00025 清水 愛貴 

神奈川県 3G 00028 鈴木 広朗 

神奈川県 3G 00035 酒川 英一 

神奈川県 3G 00036 下山 千里 

神奈川県 3G 00044 伊佐地 智美 

神奈川県 3G 00045 菊地 秀夫 

神奈川県 3G 00066 布施 俊太郎 

神奈川県 3G 00068 佐藤 学 

長野県 3I 00002 野坂 学 

長野県 3I 00003 丸岡 一 

長野県 3I 00014 宮原 理 

長野県 3I 00022 藤田 将行 

長野県 3I 00025 滝澤 健太 

    

受検地 新潟市 

新潟県 3J 00001 大嶋 茂 

新潟県 3J 00010 森内 恵 

新潟県 3J 00014 宮崎 嘉孝 

新潟県 3J 00016 吉田 賢一 

石川県 4B 00001 三村 健二 

石川県 4B 00004 野村 篤志 

石川県 4B 00006 曽我 有希 

石川県 4B 00007 界 亜希子 

石川県 4B 00008 三崎 智也 

石川県 4B 00010 西村 仁 

石川県 4B 00012 林 勇一 

    

受検地 名古屋市 

岐阜県 4D 00001 野田 隆博 

岐阜県 4D 00003 松井 久司 



岐阜県 4D 00004 今井 正洋 

岐阜県 4D 00005 吉川 祐輔 

岐阜県 4D 00007 堀田 陽祐 

岐阜県 4D 00008 安江 正文 

岐阜県 4D 00016 山田 陽一郎 

岐阜県 4D 00018 酒井 理恵子 

岐阜県 4D 00022 田中 洪大 

静岡県 4E 00002 中野 佑樹 

静岡県 4E 00003 佐野 充啓 

静岡県 4E 00004 岩崎 あずさ 

静岡県 4E 00005 谷 知英 

静岡県 4E 00008 小原 光晴 

静岡県 4E 00012 鈴木 ちさと 

静岡県 4E 00014 出口 皓一 

静岡県 4E 00015 長谷川 裕幸 

静岡県 4E 00018 村井 勇輝 

静岡県 4E 00019 河内 秀記 

静岡県 4E 00021 山口 進吾 

静岡県 4E 00022 七宮 幸彦 

静岡県 4E 00023 野中 亮 

静岡県 4E 00029 星﨑 綾香 

静岡県 4E 00035 片瀬 雄介 

静岡県 4E 00036 原木 崇 

静岡県 4E 00037 小澤 千尋 

愛知県 4F 00001 岩間 太郎 

愛知県 4F 00005 野村 雅孝 

愛知県 4F 00011 春日井 誠 

愛知県 4F 00012 石川 勇 

愛知県 4F 00013 世古 明悠 

愛知県 4F 00014 松下 祐樹 

愛知県 4F 00017 白井 高行 

愛知県 4F 00022 平田 恵一 

愛知県 4F 00026 谷山 徹久 

愛知県 4F 00028 木全 泰基 

愛知県 4F 00038 小田 裕加 

愛知県 4F 00041 菅 重貴 

愛知県 4F 00054 天野 正義 

愛知県 4F 00055 奥川 明大 

愛知県 4F 00057 長谷川 まい 

愛知県 4F 00058 鈴木 章洋 

三重県 4G 00005 中山 英典 

三重県 4G 00012 林 拓人 

三重県 4G 00013 藤田 貴広 

三重県 4G 00014 眞柄 光作 

三重県 4G 00021 奥田 悠斗 

三重県 4G 00022 片谷 勇介 

三重県 4G 00024 真川 公男 

三重県 4G 00025 田中 宏典 

三重県 4G 00027 長谷川 学 

受検地 大阪市 

福井県 4C 00001 喜多 満宏 

福井県 4C 00004 新地 賢一 

福井県 4C 00005 服部 翔馬 

福井県 4C 00006 齊藤 貴之 

福井県 4C 00011 清水 千知 

福井県 4C 00015 峠 尭大 

滋賀県 5A 00001 上原 拓馬 

滋賀県 5A 00002 若井 奈穂子 

滋賀県 5A 00003 難波 剛 

滋賀県 5A 00005 小野 純一 

滋賀県 5A 00008 田中 倫子 

滋賀県 5A 00011 長谷川 麻佳 

滋賀県 5A 00012 長谷川 修一 

京都府 5B 00007 山内 大介 

京都府 5B 00009 土肥 将平 

京都府 5B 00010 林 実希 

京都府 5B 00011 遠藤 一真 

京都府 5B 00012 日隈 宏法 

京都府 5B 00013 大槻 尚胤 

京都府 5B 00014 森野 雄二 

京都府 5B 00016 福島 和宏 

京都府 5B 00017 小林 誠 

京都府 5B 00018 川合 義丈 

大阪府 5C 00002 宮永 純志 

大阪府 5C 瀬古 早耶香 

大阪府 5C 00005 藤木 祥平 

大阪府 5C 00007 飯山 篤史 

大阪府 5C 00009 谷野 友一 

大阪府 5C 00013 村田 まりな 

大阪府 5C 00016 有吉 利礼 

大阪府 5C 00017 西村 剛一 

大阪府 5C 00021 奥野 愛 

大阪府 5C 00023 川添 千紘 

大阪府 5C 00026 横山 彰人 

大阪府 5C 00030 田中 利謙 

大阪府 5C 00037 金光 敏春 

大阪府 5C 00040 奥村 敏久 

大阪府 5C 00044 田畑 克昌 

大阪府 5C 00047 田中 秀典 

大阪府 5C 00049 丸谷 明子 

大阪府 5C 00052 竹下 温子 

大阪府 5C 00061 池田 貴之 

兵庫県 5D 00002 岡﨑 大地 

兵庫県 5D 00003 上久保 学 

兵庫県 5D 00005 奥平 成美 

兵庫県 5D 00006 角田 啓一 

兵庫県 5D 00009 高橋 悟 

兵庫県 5D 00011 大河原 倫亮 

兵庫県 5D 00012 白石 京士 

兵庫県 5D 00013 中水流 ゆき 

兵庫県 5D 00014 山崎 侑生子 

兵庫県 5D 00015 吉本 侑生 

兵庫県 5D 00021 井後 武 

兵庫県 5D 00022 爰河 知紀 

兵庫県 5D 00023 木村 健作 

兵庫県 5D 00026 田中 芙弥 

奈良県 5E 00005 松山 万葉 

奈良県 5E 00009 前島 弘明 

和歌山県 5F 00001 田中 信行 

和歌山県 5F 00002 山崎 栄一 

和歌山県 5F 00005 宮本 慶児 

受検地 広島市 

鳥取県 6A 00009 今城 はるか 

島根県 6B 00002 菅原 啓吾 

島根県 6B 00004 田邊 和久 

島根県 6B 00006 古安 真紀子 

島根県 6B 00007 中田 希望 

島根県 6B 00008 松本 直樹 

岡山県 6C 00002 福原 優美子 

岡山県 6C 00004 太田 雅也 

岡山県 6C 00007 明智 香保里 

岡山県 6C 00008 山田 康輔 

岡山県 6C 00011 喜多 久美子 

岡山県 6C 00013 松本 知久 

広島県 6D 00004 河村 亮 

広島県 6D 00005 土屋 智祐 

広島県 6D 00007 濱田 大介 

広島県 6D 00009 中村 真梨子 

広島県 6D 00010 松岡 宏明 

広島県 6D 00012 立石 博志 

広島県 6D 00013 加登 達也 

広島県 6D 00015 神野 剛史 

広島県 6D 00021 近田 亮平 

広島県 6D 00022 飯田 身和 

広島県 6D 00027 川上 裕樹 

広島県 6D 00035 本永 幸之 

山口県 6E 00005 石田 佳之 

山口県 6E 00007 木村 裕一 

山口県 6E 00011 益田 日南子 

受検地 高松市 

徳島県 6F 00001 坂本 剛 

徳島県 6F 00004 多田 隆明 

徳島県 6F 00006 中山 裕子 

徳島県 6F 00008 田村 愛 

愛媛県 6H 00001 宇都宮 透 

愛媛県 6H 00004 髙山 善法 

愛媛県 6H 00013 正岡 佳奈 

愛媛県 6H 00014 清水 翔太 

高知県 6I 00002 髙橋 倫夫 

高知県 6I 00005 新塘 裕子 

高知県 6I 00006 耕﨑 新 

高知県 6I 00007 井上 景介 

高知県 6I 00008 川窪 暁彦 

受検地 福岡市 

福岡県 7A 00001 川元 邦広 

福岡県 7A 00002 後田 勝幸 

福岡県 7A 00003 小河 善徳 

福岡県 7A 00008 藤田 昂丈 

福岡県 7A 00009 徳田 大樹 

福岡県 7A 00010 木村 栄治 

福岡県 7A 00011 德永 賢一 

福岡県 7A 00012 伊東 正顕 

福岡県 7A 00013 石本 剛士 

福岡県 7A 00014 積 志帆 

福岡県 7A 00020 西村 一博 

福岡県 7A 00024 濵口 梨花 

福岡県 7A 00025 月足 康伸 

福岡県 7A 00026 泉 高陽 

福岡県 7A 00032 小宮 慎二 

福岡県 7A 00039 田中 希代 

佐賀県 7B 00001 湯川 諒太郎 

佐賀県 7B 00002 松尾 恵吾 

佐賀県 7B 00003 執行 文太 

長崎県 7C 00012 山本 博子 

長崎県 7C 00014 有山 雅人 

長崎県 7C 00015 井手 賢一 

00003 



長崎県 7C 00017 石川 勉 

長崎県 7C 00018 檜垣 麻子 

熊本県 7D 00001 鶴長 美恵 

熊本県 7D 00002 宮坂 龍 

熊本県 7D 00003 上野 亮 

熊本県 7D 00009 宮﨑 大樹 

熊本県 7D 00010 村上 亜紀 

大分県 7E 00001 平田 真一 

大分県 7E 00002 衛藤 彩也香 

大分県 7E 00011 松川 信治 

大分県 7E 00013 辰本 健治 

大分県 7E 00015 前田 篤史 

大分県 7E 00016 赤野 亮太 

宮崎県 7F 00003 畑中 喜一郎 

宮崎県 7F 00007 川野 友花 

宮崎県 7F 00009 田 弥生 

鹿児島県 7G 00004 川畑 徹朗 

鹿児島県 7G 00005 愛甲 さゆり 

鹿児島県 7G 00007 森尾 和也 

鹿児島県 7G 00009 森島 貴之 

鹿児島県 7G 00012 德丸 元 

鹿児島県 7G 00020 町田 卓 

鹿児島県 7G 00021 小山 紘生 

沖縄県 7H 00002 比嘉 尚 

沖縄県 7H 00004 金城 峰元 

沖縄県 7H 00005 平良 貴恵 

    

 


