
ＪＢＭＩＡ サービス･サポートスキル学習制度

２０１９年度　診断テスト成績優秀者一覧 （敬称略）

■ＳＣコース

判定レベルＡランク　（５５５点満点・正答率９５％以上）

＜５５５点＞ ３３名

北山 知行

原子 健二 松尾 賢一 二瓶 晃徳 新名 勇介 鈴木 太郎

高牟禮 志帆 佐野 圭一 小関 満博 中村 千恵子 堤 大介

仲嶺 真彦 浅倉 聡 橋本 拓也 親泊 朝仁 富田 寿宏

渡辺 勝宣 田中 祐輔 阿見 健太郎 鈴木 道洋 桑原 広貴

宇都宮 崇宏 小松 純一 知久 修史 岸 賢汰 大和 匡義

島田 武志 服部 聖平 山下 智昭 伊藤 逸人 関野 浩康

伊藤 勉

豫城 壮馬

＜５５０点＞ ７１名

楠木 雅文 安藤 弘喜

和田 勝 浅見 秀雄 志田 和彦 田中 要 田北 吉拡

杉山 深

仲村 充生 高村 一 林 浩一郎 郷本 周佑 根本 治

続木 俊之 堀江 雅之 伊藤 正美 川野 嘉孝 松崎 徹

籔下 泰英 松川 昭 中山 一慶 川島 寛子 栃木 郁雄

廣瀬 裕輔 西形 成章 長田 佳保里 棟岡 正次 三上 巧

時任 博 前田 光賢 松崎 慶教 中西 健児 高野 一裕

図師 勇児 瀬上 眞司 山口 貴士 石田 卓也 森内 爽貴

高橋 裕幸 神長 高志 伊澤 尊信 鈴木 真弘 野原 隆幸

江原 昌宏 梶原 秀麿 北方 洋行 小泉 貞治 中野 文彦

三木 斉 蓑島 淳一 奧山 慎二 松野 正明 田中 経二

谷岡 三邦 大久保 和之 佐藤 恭司 片桐 佳教 中場 健

髙嶋 洸希 勝 嘉伸 翠川 龍 山本 光利 亀田 友美

岩立 悟

濵村 浩司 福原 敏幸　　　 岡田 裕光　　　 中山 賢司　　　 船山 宏明

三須 琢磨 宮村 直弥

＜５４７点＞ ５名

仙波 義之 渡辺 憲一 小澤 翼 赤羽 吉彦

佐野 友彦

＜５４５点＞ １０２名

廣田 剛徳 山内 洋希 浅井 秀一郎 鈴木 啓二 加藤 拓嗣

桐岡 洋平 舟波 佳祐

福島 卓司 佐藤 正芳 石野 尚勝 小林 敬 増田 健太
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半田 成伸 阿部 隆志 芝野 悟 石橋 雄一 中尾 竜広

加藤 亜弓 兵頭 孝 南田 哲治 山川 暁 田中 宏和

三木 勉 矢野 祐二 村尾 英一 清水 崇司 平川 慎治

原 大悟 溝川 友祥 設楽 知弘 澤田 慎二 鍋野 和哉

髙尾 光生 尾川 太郎 佐々木  弘記 佐藤 真一 滝本 法数

岡田 拓也 松尾 広伸 藤島 敏輝 山本 圭二 福井 琢也

野口 惇一 飯沼 邦夫 阿部 徹 実沢 悟 飯岡 祐治

岡田 年和 大里 和也 梅田 靖晃 大庭 利史 雫石 秀雅

井上 善博 下鳥 修 早田 聖 吉沢 健一 下村 武久

佐々木 明 佐藤 直斗 浦中 博文 島崎 智 中島 英政

高田 浩介 高取 直人 高宮 和弘 門馬 宏 貝瀬 晃

伊藤 博 森山 季雄 山田 尋通 稲山 晋也 吉村 忠民

川邊 弘 福永 智治 新井 信哉 佐々木 翔輝 田中 充

水谷 達也 彦坂 誠史 久村 匡平 石綿 英雄 千田 訓史

横関 力 藤井 征就 石田 良太 藤生 治希 梶 邦浩

川島 光一 舘岡 和久 青山 哲

武野 裕一

大竹 恒典

小川 満晴 高橋 朋哉 穂積 洋 山形 薫 嵐 隆之

及川 孝治 山川 英和 高橋 智久 酒井 宏一 角田 浩一

＜５４２点＞ ５名

伊木田 隼弥 中野 将宏 柳沼 智徳

河村 秀之

細谷 秀和

＜５４０点＞ １１９名

織田 隆幸 植田 隆治 鴫原 正和 西岡 喜一郎 浜野 悦彦

桐山 賢治

宮島 栄一 旭 憲治 大城 孝志 鈴木 誠 樋口 拓磨

朝倉 丈博 鯨井 辰也 石井 達也 石井 英二

宮井 譲二 藤崎 鎮耶 森竹 義幸 矢花 洋輔 上野 裕亮

高浪 秀徳 日高 伸泰 濱田 稔 小梶 勝治 久末 延宏

織田 洋 畑中 徹 伊藤 隆史 原田 裕士 松尾 道史

清田 雄二 植草 信浩 柳澤 隆 齋藤 純二 浦 貞之

井上 昭彦 西田 直也 三歩一 真人 遠藤 晃司 樋口 浩二

秋葉 誠 城 信悟 五十嵐 将志 桑久保 浩樹 中原 康信

藤井 浩史 平 眞二 宮田 賢 萩尾 勝則 秋葉 修

篠田 英二 河野 修 矢野 彰芳 吉田 哲生 森 美樹雄

満田 幸一 小野 慎 林 紘平 市川 一也 櫻井 憲一

藤原 誠 藤原 誠 山田 裕次郎 渡辺 安広 大橋 博

中山 武 吉川 龍馬 櫻木 聡 本田 哲也 イトウ ケイイチ
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長田 晃典 藤田 翔太 今野 将和 谷藤 英昭 徳永 健

堤 義明 小山内 武則 成田 海 斉藤 騎一郎 増岡 裕章

佐々 一 北川 浩一 猪原 奎斗 野村 光久 中川 英樹

佐々木 勝美 小出 健司 水崎 貴裕 南角 功 横山 新一

林 勇貴 北田 循也 吉田 克久 橋口 貴弘 竹田 敬佑

萩原 幸成

近藤 功一 吉田 篤志 井上 一平 吉田 直人

翁 祐二 藤岡 徹 原田 拓郎 鈴木 透 光山 統也

村口 祐介 長良 修

福田 朋生 大林 和也 作山 枝大 三上 優 尾坂 俊明

笠井 孝則 妹尾 孝行 山形 拓也 佐々木 豊 松岡 隆

山上 克美 山口 政光

＜５３７点＞ ４名

保井 和也

杉崎 厚太 野木 達矢

斎藤 智浩

＜５３５点＞ １３６名

廣田 敦 堀江 正志 竹内 明憲 宮 義章

蛭子 昌史 松下 貴司 柳川 翔太 伊丹 幹雄 二階堂 直幸

齋藤 紀久 中村 忠広 長谷川 淳二 沼田 俊幸

川村 亨 奥山 徹 飯間 大地 矢野 英史 下茂 貴寛

田上　 要 草場 善一 角川 淳三 土橋 直樹 大原 英一

岡 修平 竹谷 英明 竹本 隆二 宮口 清彦 守山 昌成

笹倉 徹 吉岡 恭 佐藤 陽春 稲生 建太 松本 拓実

犬飼 俊介 児玉 一樹 米田 浩司 丸山 嘉之 神前 成徳

飯塚 康弘 市河 元治 吉川 武 工藤 伸一 野村 正浩

小和田 卓冬 比留間 孝行 榎木 芳仁 鴻巣 裕生 藤岡 司

綱脇 信哉 林 哲司 稲家 宏和 恵津森 直人 吉良 大輔

生川 怜加 松本 英治 吉田 勝 小谷 誠 石佐喜 孝臣

宇野 健一 川本 正徳 横山 勇 柳 正弘 武田 秀一

松永 高志 谷 記夫 端山 直 豊田 義一 西口 和徳

梶尾 祥泰 松山 洋司 酒井 孝一 西川 浩之 岩市 航

川合 勝樹 前田 宣久 岡田 直樹 志茂野 邦彦 石岡 修

村田 憲治 鈴木 利宏 横山 幸裕 安原 博樹 内山 孝宣

下越 賢一 佐藤 孝治 原 真一 山口 浩平 田口 雅之

工藤 真央 小林 高志 伊奈 勝宏 福士 真 小山 政治

野妻 裕介 高島 弘幸 中ノ瀬 徹 近藤 義行 高橋 駿弥

岩倉 和明 鈴木 浩司 菊池 成喜 水島 雅幸 山本 敬太

渡辺 正基 岩永 正史 川崎 正和 小島 隆行 竹崎 健介

渡邉 翼 小竹 直樹 生方 広樹 安食 颯太 鈴木 俊行
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窪田 修一 高橋 大

東 駿次郎

松島 直哉 平下 章 千葉 義久 馬場 康洋 松永 慎司

林田 勝大 栗原 秀明

渡辺 隆司　　　 濱田 和紀 大木 努 板橋 衛 川上 和彦

中本 広洋 小野川 淳 大藤 比呂次 平島 裕介 佐藤 寿憲

兵藤 弘樹 竹田 靖 原田 克成

＜５３２点＞ ９名

鈴木 伸明 大石 俊秋

矢野 綾亮 池田 真一郎 浅沼 豊 宮嶋 晋 岩田 正

中山 敬 小黒 康司

＜５３０点＞ １４９名

坂本 貴司 中村 幸浩 大和 満 大平 俊明 望月 悟司

坂本 祐詞 木下 佐登史

馬場 浩志 坂本 清憲 浅井 正義 吉行 毅 山中 義典

浅野 尚

鳴海 雅昭 関川 謙一 佐々木 實 松尾 英則 杣 淳

薮 健太 佐藤 雅紀 葉田  俊司 北村 純也 首藤 新治

樫田 直 木下 聡 世古口 明久 栗山 謙二 河内 竜治

村井 隆志 井高 昌彦 皆藤 克明 梶原 進 山田 高志

林 尚人 宮原 悟 三好 高弘 谷石 和紀 吉川 徹

坂上 雅哉 門山 英司 神藤 宏徳 安部 知貴 大山 秀和

高橋 浩 荒井 啓徳 森 隼人 畑 利尚 篠原 和敏

小峰 健司 齋藤 悠太 千葉 治己 洞口 義弥 前山 稜太郎

和泉 清 生田　 誠 根本 悠司 遠藤 剛 大賀 徹

佐藤 智徳 島田 健太郎 小向 達弥 江川 知巳 野原 達也

片山 健 井出 康人 永田 博人 川崎 泰昌 横張 将夫

井上 正昭 倉田 修治 田中 蔵人 中丸 新 矢島 伸二

池田 拓也 米盛 謙一 久保田 洋一郎 吉本 誠司 廿楽 勝昭

南幸 伸広 河合 秀一 高木 栄次 西 雄大 北濱 恵輔

渡邊 淳 笹尾 秀明 鈴木 孝明 小山 善仁 佐々木 伸一

斉藤 修二 天野 章人 甲田 靖史 町田 貴幸 稲葉 秀之

大西 晃太 冨成 誠 荒井 譲 野中 翔平 国松 正芳

齋藤 吉弘 穂崎 良成 横山 登 丹下 勇二 清水 敬太

武井 幸司 阿部 馨 古賀 英明 松田 求 小野内 健

伊藤 弘和 代田 武彦 佐藤 諒太 岡山 敦 田中 雄一郎

下司 誠

小野 誠一

平原 義浩 草野 公文 福井 正仁 小山内 裕治 山口 政人

渋野 祐二 印牧 敏晴 鈴木 雄也 荻野 達哉 長谷川 清一

鈴木 伸 杉原 祐司 松本 和彦 木村 和弘
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小林 和喜 河合 寿也 高島 健護 阿部 泰明 上野 真

荒川 真澄 柿沼 寿幸 佐藤 真樹 高比 義隆 恒吉 三男

徳村 猛 清水 仁浩 佐藤 克好 國持 弘晃 大橋 昭裕

大城 一也 上野 拓郎 伊藤 義朗 福島 俊司 坂本 克徳

以上６３３名

■ＳCベーシックコース

判定レベルＡランク　（４５０点満点・正答率９５％以上）

＜４５０点＞ １名

大熊 克実

＜４４５点＞ １名

高山 慶三

＜４４０点＞ ４名

栗原 明子 小川 孝二 高橋 良太 石村 友一

＜４３５点＞ ２名

北川 友美子 江沢 陽介

＜４３０点＞ ５名

佐藤 佳宏 三浦 豊司 勝見 佳苗 久保田 真生 遠藤 佑将

以上１３名

■ＳＴコース

判定レベルＡランク　（５１０点満点・正答率９５％以上）

＜５１０点＞ １名

山本 祥寛

＜５０５点＞ ２名

市川 芳子 古村 瞭

＜５００点＞ ３名

渡辺 美知留 江嵜 弘幸 小澤 崇紀

＜４９５点＞ ３名

武井 崇 村山 正浩 諸見里 太一

＜４９０点＞ ３名

加藤 高明 井上 美雪 米澤 武晃

＜４８５点＞ ３名

川端 真代 西岡 美穂 近藤 春香

以上１５名
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