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NAME

 「あ行」 ふりがな

池田 憲一 いけだ　けんいち IKEDA, Kenichi 防耐火、火災調査・分析
池畠 由華 いけは　たゆか IKEHATA, Yuka 避難
上原 茂男 うえはら　しげお UEHARA, Shigeo 避難、煙制御
太田　充 おおた　まこと OTA, Mitsuru 避難、煙制御、防耐火
大宮 喜文 おおみや　よしふみ OHMIYA, Yoshifumi 避難、煙制御、防耐火、都市防火
岡　泰資 おか　やすし OKA, Yasushi 煙制御、消防、産業防災

 「か行」

掛川 秀史 かけがわ　しゅうじ KAKEGAWA, Shuji 避難、防耐火
笠原　勲 かさはら　つとむ KASAHARA, Isao 避難、煙制御

角谷 三夫 かどや　みつお KADOYA, Mitsuo 避難、煙制御
河合　邦治 かわい　くにはる KAWAI, Kuniharu 避難
菊地　真史 きくち　まさひと KIKUCHI, Masahito 避難、煙制御
北堀　純 きたほり　じゅん KITAHORI, Jun 避難、煙制御、防耐火
吉川 昭光 きっかわ　あきみつ KIKKAWA, Akimitsu 消防設備
久次米 真美子 くじめ　まみこ KUJIME, Mamiko 避難、煙制御
栗岡　均 くりおか　ひとし KURIOKA, Hitoshi 避難、煙制御、消防設備
桑名 秀明 くわな　ひであき KUWANA, Hideaki 避難、煙制御
古宇田　智子 こうた　ともこ KOTA, Tomoko 避難
小林 恭一 こばやし　きょういち KOBAYASHI, Kyoichi 消防

小林 秀雄 こばやし　ひでお KOBAYASHI, Hideo 防耐火
小林　裕 こばやし　ゆたか KOBAYASHI, Yutaka 防耐火、火災調査・分析

 「さ行」

佐々木 克憲 ささき　かつのり SASAKI, Katsunori 都市防火
佐藤 博臣 さとう　ひろおみ SATOH, Hiroomi 避難、煙制御、防耐火、火災調査・分析

志田 弘二 しだ　こうじ SHIDA, Kouji 避難、火災調査・分析
嶋田　拓 しまだ　たく SHIMADA, Taku 避難、煙制御
新谷　祐介 しんたに　ゆうすけ ＳHINTANI, Yuusuke 避難、煙制御

鈴木 貴良 すずき　きよし SUZUKI, Kiyoshi 避難、煙制御、防耐火
鈴木 弘昭 すずき　ひろあき SUZUKI, Hiroaki 防耐火、火災調査・分析
関澤　愛 せきざわ　あい SEKIZAWA, Ai 避難、消防、火災調査・分析、都市防火

 「た行」

高橋　太 たかはし　とおる TAKAHASHI, Tohru 消防、火災調査・分析

高橋 完雄 たかはし　のりお TAKAHASHI, Norio 消防
竹市 尚広 たけいち　なおひろ TAKEICHI, Naohiro 避難、煙制御
田中 哮義 たなか　たけよし TANAKA, Takeyoshi 避難、煙制御、都市防火
田村 祐介 たむら　ゆうすけ TAMURA, Yusuke 避難、防耐火
淡野　綾子 たんの　あやこ TANNO, Ayako 避難、煙制御
辻　利秀 つじ　としひで TSUJI, Toshihide 消防設備

辻本　誠 つじもと　まこと TSUJIMOTO, Makoto 避難、煙制御、火災調査・分析
土屋 伸一 つちや　しんいち TSUCHIYA, Shinichi 避難、煙制御
富松 太基 とまつ　たいき TOMATSU, Taiki 避難

 「な行」

内藤 延彦 ないとう　のぶひこ NAITO, Nobuhiko 産業防災、火災調査・分析
長岡　勉 ながおか　つとむ NAGAOKA, Tsutomu 避難、煙制御、防耐火
中濱慎司 なかはま　しんじ Shinji NAKAHAMA 避難、煙制御

西田 幸夫 にしだ　ゆきお NISHIDA, Yukio 都市防火
野竹 宏彰 のたけ　ひろあき NOTAKE, Hiroaki 避難

 「は行」

萩原 一郎 はぎわら　いちろう HAGIWARA, Ichiro 避難
長谷川 晃一 はせがわ　こういち HASEGAWA, Koichi 消防設備
濱田 信義 はまだ　のぶよし HAMADA, Nobuyoshi 避難
林　広明 はやし　ひろあき HAYASHI, Hiroaki 避難
広田 正之 ひろた　まさゆき HIROTA, Masayuki 煙制御、防耐火
福井　潔 ふくい　きよし FUKUI, Kiyoshi 避難

北後 明彦 ほくご　あきひこ HOKUGO, Akihiko 避難、都市防火
堀田 博文 ほった　ひろぶみ HOTTA, Hirobumi 消防設備

 「ま行」

松山　賢 まつやま　けん MATSUYAMA, Ken 避難、煙制御、防耐火
万本　敦 まんもと　あつし MAMMOTO, Atsushi 消防設備
道越真太郎 みちこし　しんたろう MICHIKOSHI, Shintaro 防耐火
村岡　宏 むらおか　こ MURAOKA, Ko 避難、煙制御、防耐火
森田　武 もりた　たけし MORITA, Takeshi 防耐火、火災調査・分析

森山 修治 もりやま　しゅうじ MORIYAMA, Shuji 煙制御、避難
 「や行」

矢代 嘉郎 やしろ　よしろう YASHIRO, Yoshiro 避難

山口 純一 やまぐち　じゅんいち YAMAGUCHI Junichi 避難、煙制御、火災調査・分析
山田　茂 やまだ　しげる YAMADA, Shigeru 煙制御、避難

山田 常圭 やまだ　ときよし YAMADA, Tokiyoshi 避難、煙制御、火災調査・分析
吉田 俊之 よしだ　としゆき YOSHIDA, Toshiyuki 避難、煙制御、防耐火
吉田 祐樹 よしだ　ゆうき YOSHIDA, Yuki 避難、煙制御
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