
島 根 県 報

� �

平成��年度前期技能検定試験の合格者は、次のとおりである。

平成��年��月�日

島根県知事 澄 田 信 義

�級技能検定

園芸装飾（室内園芸装飾作業）

石原裕市郎 北見 一博

造園（造園工事作業）

水谷 嵩 上田 登 坂根 秀信 上野 信夫 吉木 友幸 曽田 良治 岡 和生

鬼村 博巳 三原 勤 宇賀 広実 舩津 昌紀 湯浅 春幸 澄谷 孝治 野崎 倫央

安食 修治

鋳造（鋳鉄鋳物鋳造作業）

松山 浩二 福島 圭吾 梶谷 幸一 荒木 善隆 坂本 明弘 吉井 和幸 池田 英夫

原 勝宏 安田 昌伸

金属熱処理（一般熱処理作業）

松原 慈 高橋 彰 足立 肇 西村 正治 秋間 淳一 和田 祐介 中井 昭文

畑 尚宏 新田 悠介

金属熱処理（浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業）

堀江 英光 岩田 学

機械加工（普通旋盤作業）

佐々木浩二

機械加工（数値制御旋盤作業）

荒木 強

機械加工（マシニングセンタ作業）

佐々木 孝

鉄工（構造物鉄工作業）

増田 研一 渡部 勝 新田 正治

建築板金（内外装板金作業）

外谷 晃宏 古川 潤司 松浦 博文 迫田 正樹

ダイカスト（コールドチャンバダイカスト作業）

能土 清貴
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平成��年度前期技能検定試験の合格者 （労 働 政 策 課）
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電子機器組立て（電子機器組立て作業）

松島 忠寿 榊原留美子 多々納和侯 前田 徹 高野 徹 高橋 昌敬 持田 新

曽田 陽司 玉木めぐみ 園山 雄三 門林 清樹 多々納和久 飯島 宏好

建設機械整備（建設機械整備作業）

佐藤 誠一 久野 武 岡崎 真 松岡 周一 梅田 仁 大西 義博 西村 茂

家具製作（家具手加工作業）

祖田 貴博 東 則光 田部 祥二 千葉 修司 井上 顕義

建具製作（木製建具手加工作業）

中井 克二 川島 伸次

建具製作（木製建具機械加工作業）

内田 稔

とび（とび作業）

渡部 廣登 村尾 栄市 堀江 寿男 藤川 隆幸 平井 豊 昆澤 洋平 安達 優作

廣江 健一 中川 一政 舟越 和男 勝部 祐樹 山野 睦夫 樋原 幹 角 勝之

石川 敦夫 西村 秀明 大谷 祐司 本田 正博 三代 久 坂井 正道 福富 達也

静間 睦将 河野 一也 東條 武 大場 豊 寺戸 章 岡田 和之 中間 宣久

安達 正 廣田 実 岩本 和夫 井原 篤志 田村 誠一 檜木 悟己 青木 隆志

澄田 明彦 小寺 和巳 下瀬 学 寺戸 裕次 斎藤 学 佐々木康任 大畑 雅之

松浦 充信 宅和 隆男 伊藤 勝美

左官（左官作業）

下村 力夫 荒川 隆則 長崎 洋一 松浦 和紀 安野 修 和田 達也 三原 正彦

石原 智博 金津 健 堀井 正樹 小形 繁夫 中村 慎嗣 鎌田 一夫 森山 俊行

松川 豊 岩崎 清 大屋 明男

タイル張り（タイル張り作業）

山根 峰幸 南場 幸三 江角 尚夫 石原 透雄 久保田光彦

防水施工（ウレタンゴム系塗膜防水工事作業）

伊藤 勇次 成瀬 浩二 伊藤 勝 松本 信治 植田 裕治 福山 剛 小林 弘幸

藤田 直樹 梶谷 純 栗原 和訓 矢武 清

防水施工（アクリルゴム系塗膜防水工事作業）

板持 一正

防水施工（シーリング防水工事作業）

浜口 元太 藤原 俊治 松田 春樹 島田 和美 加藤 幸昌

防水施工（���防水工事作業）

祖田 昭広 堀内 尚登 村上比路基 伊藤 久人 上田 隆司 小草 誠 岡本 孝実

田中 昌文

内装仕上げ施工（鋼製下地工事作業）

野々村健二 永瀬 一洋 多々納安寿 山崎 雅史 山崎 栄 須田 裕樹 宇原 直志

黒木 康弘 坂根 光彦

内装仕上げ施工（ボード仕上げ工事作業）

井上 浩 岡 浩司 坂根 幹幸 北里 雄二 島袋 正好 小川 武志 井上 淳

玉木 慎二 福田 康雄 長岡 健 中川 郁雄

サッシ施工（ビル用サッシ施工作業）

石原 裕 大谷 祐二 中島 修
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塗装（建築塗装作業）

福島 真二 遠藤 力三 足立 雄志 二岡 弘 舟木 路男 舟木 昭男 西村 典之

松本 太 伊藤 勝 柏木 博 余村 忠好 中村 将嗣 柳浦 仁志 三嶋 晶

月森 正巳 田中 賢志 森下 勉 白須 明 沖田 琢磨 香川 透 勝部基実成

西村 満 江角比登志 山本 吉永 伊藤 淳

塗装（噴霧塗装作業）

安野美佐樹 松井 功 奈良井敏弘

フラワー装飾（フラワー装飾作業）

北見 一博

単一等級技能検定

路面標示施工（溶融ペイントハンドマーカー工事作業）

野々内 学 小林 敬博 山下 祐二

産業洗浄（高圧洗浄作業）

壺中 寛壽 中西 英樹 朝日 洋一 杉谷 一弘

�級技能検定

造園（造園工事作業）

金元 寿幸 西尾 亘 山� 礼至 永井 晃 石川 彰男 糸川 栄一 山崎 武男

土井 周一 米山 隆 古川 明 飯塚 忠実 長廻 慶 山� 申吉 今岡 薫

佐々木博幸 檜村 康範 �� 強司 柳井 克典 水田 郷 狩野 亮平 花田 孝斗

平野 良太 森脇 勇樹 塚谷 昌史 組嶽 逸雄 光谷建一郎 岡田 清 川上 剛志

南波 寿

鋳造（鋳鉄鋳物鋳造作業）

角 明彦 福原 健二 宇畑 智広 永瀬 文典

金属熱処理（一般熱処理作業）

後小路英宜 生田 健 松本 純悟 松岡 浩二 渡部 和樹 田部 浩司 中山 武

石倉 修 木戸 智春 磯田 雅人 �橋 良介 小川 喬之 梶岡 武史

金属熱処理（浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業）

佐藤 浩

機械加工（普通旋盤作業）

小林 和矢 山根 憲一 池町 信治

機械加工（心無し研削盤作業）

赤木 雅則

機械加工（数値制御旋盤作業）

田中 伸行

機械加工（数値制御フライス盤作業）

糸賀 隆治 渡部 誠司 大津 利彦 佐藤 宗久

放電加工（ワイヤ放電加工作業）

永田 寛紀

建築板金（内外装板金作業）

�水 太郎 阿部 進 �島 隆 山本 昭宏 牛見 好宏 加納 慎二 渡辺 篤士

槙原 純一

ダイカスト（コールドチャンバダイカスト作業）

郷原 節治 楫野 秀治
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電子機器組立て（電子機器組立て作業）

品川 哲郎 石川 隆伸 渡部 満男 陶山 晃子 樋口 大樹 土江 一浩 久保田 剛

山田 和宏 平山 政明 青木 薫 福島真由美 竹下 学 竹田 信也 多久 智基

藤田 康一 榊原 大介 松本 純一 上田 美己 森山 直樹 昌子 靖

建設機械整備（建設機械整備作業）

石橋 義文 野津 克也 柿田 武宣 金王 雄亮 石原 一男 飯塚 教行 �島 貴水

平岩 洋一 小村 直孝 阿式 神野 川上 浩美 柴田 弓男 佐々木 靖 宮山 茂雄

長谷川義人 栗栖 史生

婦人子供服製造（婦人子供注文服製作作業）

吉岡 聖子

建具製作（木製建具手加工作業）

山根 俊雄

建築大工（大工工事作業）

園山 健悟 園山 康悟

とび（とび作業）

藤原 弘行 足立 誠一 藤原 章 小川 芳治 川西 徳昭 藤原 昇 景山 幸二

松� 好市 高橋 時義 赤水 俊一 石原 正人 三輪 裕徳 三澤 豪 稲田 直樹

安達 修平 舟木 雄三 周藤多美男 松本 康弘 嘉本 達夫 平野 拓志 妹尾 智則

青山 健吾 密本 武道 池田 浩 安野 辰生 勝部 幹 杉田 康裕 河野 和人

大賀 直也 玉木 満 青柳 晋作 檜垣 康一

左官（左官作業）

前井出弘嗣 横山真一郎 清水 明弘 松尾 祐也 門脇 敏之 鎌田 雅信 片桐 明信

川本 数久 川上 竜也

ブロック建築（コンクリートブロック工事作業）

木下 直人 山口 弘 青山 安男

タイル張り（タイル張り作業）

宅野 洋光 濱村 修二

配管（建築配管作業）

坂根 秀登 梶谷 祥悟 北脇 篤

防水施工（シーリング防水工事作業）

吉田 宏 松林 均

内装仕上げ施工（プラスチック系床仕上げ工事作業）

勝部 浩史

内装仕上げ施工（鋼製下地工事作業）

伊藤 康

内装仕上げ施工（ボード仕上げ工事作業）

横田 勝幸 齋藤 憲嗣

サッシ施工（ビル用サッシ施工作業）

近藤 誠 舟木 脩 塩田 修士

表装（壁装作業）

神谷 宗宏 日下 真一

塗装（建築塗装作業）

森下 貢 森田 直樹 齊藤 慰丈 秦 俊次 佐古 順一 田中 壮佳 福島 康司
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柏木 健 柏木 純 佐藤 規雄 渡部 隆弘 石黒 達也 橘 優太 渡部 直樹

奥井 真司

塗装（噴霧塗装作業）

遠藤 裕喜 田邊 達祐

広告美術仕上げ（広告面粘着シート仕上げ作業）

松谷 賢志

フラワー装飾（フラワー装飾作業）

中林智恵子 大東美南子 佐藤百合子 勝部久美子 原口 瞳 安達千恵子 松尾 由美

黒川麻紀子
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