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会社名・団体名 氏名 出欠 会社名・団体名 氏名 出欠

1 アイテック(株) 木村 雄一 55 (株)ノーリツ 池内 康彦 ×
2 (株)梓設計 石川 隆一 ○ 56 (株)ノーリツ 樋口 昌輝　
3 エーアンドエー(株) 木村 謙 ○ 57 (株)ノーリツ 金子 和宏 ○
4 (株)ＦＭシステム 石曽根 栄之 ○ 58 (株)ノーリツ 竹田 邦彦
5 (株)大林組 本谷　淳 ○ 59 (株)ノーリツ 伊藤 啓慈
6 (株)大林組 鬼頭 篤子 ○ 60 パナソニックホールディングス（株） 渡邉 純一
7 (株)大塚商会 飯田 千恵 ○ 61 パナソニックホールディングス（株） 小柴 慎一
8 応用技術(株) 大島 友延 62 パナソニックホールディングス（株） 岡田 啓介 ○
9 (株)奥村組 日野　元 63 パナソニックホールディングス（株） 上野　賢

10 オートデスク(株) 林　弘倫 64 パナソニックホールディングス（株） 青井 克行
11 河村電器産業(株) 榎 寿哲 65 パナソニックホールディングス（株） 加々良 直孝
12 (株)キャディアン 山﨑 裕子 × 66 パナソニックホールディングス（株） 舛尾　慎高 ×
13 (株)キャディアン 荻原 陽子 67 福井コンピュータアーキテクト(株) 伊井教晶 ○
14 (株)熊谷組 長田 公秀 ○ 68 福井コンピュータアーキテクト(株) 飯島　勇
15 (株)久米設計 田中　武 ○ 69 (株)安井建築設計事務所 幡宮 祥平 ○
16 グラフィソフトジャパン(株) 飯田　貴 70 (株)山下設計 家原憲太郎 ○
17 グラフィソフトジャパン(株) 佐藤 貴彦 71 (株)LIXIL 二瓶 伸夫
18 (株)建築ピボット 千葉 貴史 × 72 (株)LIXIL 西村 雅雄 ×
19 (株)建築ピボット 長谷川 秀武 73 (株)LIXIL 水野 順之
20 佐藤工業(株) 弘法堂 啓一 ○ 74 (株)LIXIL 岩永 鉄平 ○
21 佐藤工業(株) 山口 善弘 ○ 75 (株)LIXIL 岡野 勝
22 (株)佐藤総合計画 糸島 光洋 〇 76 ＹＫＫ ＡＰ(株) 藤川 典久
23 (株)佐藤総合計画 三宅 奈美 77 （株）石本建築事務所 菅原　雄一郎
24 (株)佐藤総合計画 斎藤 崇志 78 （株）石本建築事務所 長田純一
25 (株)佐藤総合計画 大澤 未希 79 ホーチキ（株） 橋口重彦
26 (株)シスプロ 本田 礼之 80 キャデナス・ウェブ・ツー・キャド（株） 村田靖彦 ○
27 清水建設(株) 三戸　景資 81 (株)トータル都市整備 加藤英夫
28 清水建設(株) 大越　潤 ○ 82 (株)トータル都市整備 松岡　正 ○
29 住友セメントシステム開発(株) 大林 広樹 83 (株)安藤・間 池田 洋一 ○
30 大成建設(株) 山根正彦 ○ 84 フローワークス合同会社 横関　浩
31 (株)大建設計 井上 久誉 ○ 85 (株)吉村建築事務所 池田　防人
32 (株)竹中工務店 成山 由典 86 (株)吉村建築事務所 池本　宏文 ○
33 (株)竹中工務店 足立 友和 ○ 87 (株)吉村建築事務所 中原　春生
34 デュアル･アイ･ティー(株) 岩渕 竜一 88 (株)吉村建築事務所 有田　堅治 ○
35 東急建設(株) 林　征弥 89 (株)吉村建築事務所 植木　政実
36 東急建設(株) 小河原　直人 ○ 団体会員
37 東急建設(株) 吉村 知郎 90 (一社)全国建設業協会 巌　文成
38 東急建設(株) 邊見 一考 91 (一社)日本建設業連合会 山口 成佳 ×
39 東電設計(株) 佐藤 浩二 ○ 92 日本建築仕上材工業会 越中谷 光太郎 ○
40 東電設計(株) 飯山　敦司 93 (一社)日本サッシ協会 在塚 均
41 東電設計(株) 川名　龍太郎 94 (一社)日本建築積算事務所協会 楠山 登喜雄 ○
42 東電設計(株) 小松崎 博敏 95 (一社)日本リノベーションマネジメント協会 山本 隆彦
43 ＴＯＴＯ(株) 長谷川　義之 ○ 96 (地法)日本下水道事業団 金澤 純太郎 ○
44 ＴＯＴＯ(株) 小嶋 香織 ○ 97 (地法)日本下水道事業団 富樫 俊文
45 ＴＯＴＯ(株) 鈴木 雅大 98 (地法)日本下水道事業団 井上　賀雅
46 (株)日積サーベイ 高橋 肇宏 部会長等
47 (株)日建設計 石田　憲 ○ 99 芝浦工業大学 志手 一哉 〇
48 (株)日本設計（工学院大学） 岩村　雅人 ○ 100 (一財)建築保全センター 寺本 英治 〇
49 (株)日本設計 本間　智美 事務局
50 日本郵政(株) 小林　伸樹 ○ 101 (一財)建築保全センター 山口　浩史 〇
51 日本郵政(株) 冨谷　亮介 102 (一財)建築保全センター 山中　隆 〇
52 日本郵政(株) 佐藤 宏一 103 (一財)建築保全センター 平田　昌美 〇
53 野原ホールディングス(株) 能勢 平太郎 104 (一財)建築保全センター 福島 孝治 〇
54 野原ホールディングス(株) 石田　渉 105 (株)ｼﾞｪｽﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾙｰﾑ 渋田　玲
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