
平成３１年１月１日現在
NO 氏名 勤務先 NO 氏名 勤務先

1 綿田幹治 （有）綿田商店　 41 水谷晴彦 （株）水谷
2 寺元一郎 42 霜野  章 （株）霜野組
3 万野清隆 阪美工芸 43  頓田次雄 頓田次雄事務所
4 前川  渉 司法書士前川事務所 44 伊東且裕
5 三島市雄 子供服の店 ミトウ 45 立花　剛 立花剛税理士事務所
6 高井  勤 高井石油（株） 46 尼崎  厚 尼崎酒店
7 木村繁之 47 船曳幹二 （有）船曳冷熱工業
8 古澤伸一 （株）丸文 48 立花良一 播磨化学工業（株）
9 中田建三 49  橋本義明 （株）ｼﾞｮｲハシモト

10 前田哲児  前田石油（株） 50 藤田隆夫 （株）フジタ
11 小松  剛 （有）横山ｻﾎﾟｰﾄﾃｯｸ 51 藤友俊男 （有）藤友建築設計事務所
12 石井正範 イシイ 52 川上  守 赤穂保険センター（有）
13 妻井昭二 工芸呉服きぬや 53 山本忠義 ﾆｭ-ｵ-ﾄ･ﾔﾏﾓﾄサービス（株）
14 三木輝美 赤穂保険センター（有） 54 大島又介
15 金川紀夫 金川工作所(資) 55 末吉秀人 播磨ﾄ-ﾖ-住器（株）
16 木村  治 キムラスタジオ 56 杉山匡行 （有）杉山ガラス店
17 山野年光 ヤマノデンキ 57 室井  宏 （有）室井電機　
18 山本  巌 （株）山本木工所 58  岩本和也 御菓子司  岩佐屋
19 山本省吾 山商　 59 秋田政廣 アキタｶﾞｽﾃｯｸ（株）
20 小林清孝 赤穂メモリアルホール 60 尾上友宏 ともや手芸店
21 三島  忠 三島製菓（株） 61 守岡康彦
22 山本康博 （有）すし勝　 62 吉栖郁夫
23 小泉  豊 63 関　孝志 （株）Koji建設
24 樽家紀之 三協電機（株） 64 船曳敬二 株式会社 船曳商店
25 中村孝司 （株）丸中商会 65 赤井  亨 赤井歯科医院
26 井上清幾 66 前田一之 ベストﾐｭｰｼﾞｯｸ
27 柴田忠雄 （有）柴田洋酒店 67 武末泰行 最上稲荷山  連岳寺
28 山野直正 山野商会 68 三上悦男 ｵｰﾄｻｰﾋﾞｽ ミカミ
29 葛島好巳 親和グループ 69 小川  徹 （有）大和住宅ｾﾝﾀｰ
30 西脇裕司 70 小舟正起 小舟結納･人形店
31 丸山利一郎 くいしん坊　 71 井筒基之 （有）井筒書店　
32 藤本敏弘 播州海運合資会社 72 須田雄三 ｼﾞｭｴﾘｰＳＥＩＣＯ
33  山口純一 赤穂食糧（株） 73  前田邦稔 前田石油（株）
34 梅本弘幸 梅本電機設備（株） 74 米谷安史 米谷歯科医院
35 船曳幸則 船曳電工 75 小木曽  優 酉鳥屋赤穂店
36 前田稔朗 （株）前田商会 76 是澤秀二 金田砕石（株）
37 田辺  正 たなべ花店 77 中尾慶儀 中尾設計　
38 横山正明 （有）横山ｻﾎﾟｰﾄﾃｯｸ 78 上田晴彦 上田電気
39 川端康之 （株）丸三商会 79 高尾誠一郎
40 山本彬程 （株）山本自動車技研企画 80 尾崎史郎 （株）ｵｻｷ商行

NO 氏名 勤務先 NO 氏名 勤務先
81 片上鋭一 片上運輸（株） 121 中村　弘
82 亀谷信彦 （有）旭亀設計 122 広島秀紀 (株）赤穂民報社
83 千羽浩二 123 矢野英樹 （有）矢野防水工業
84 中道匡亮 124 平林喜文 平林建築工房株式会社
85 吹田一平 吹田鉄工（株） 125 布袋昌吾 ほてい畳店
86 中道昌吾 （株）中道工務店 126 石原将司 （株）潮見堂本店
87 備生康之 （株）備生本店 127 金谷由佳子 播磨屋
88 中野実史 （株）中野建設 128 桶口操成 (有)桶口鉄工所
89 坂本州隆 坂本ゴム工業所 129 木村雅博 特定非営利活動法人西播磨福祉支援協会
90 西本章吾 130 横山淳平 （株）横山サポートテック
91 清水利康 太陽鉱工（株）赤穂工場 131 山本昌紀 （株）山本木工
92 梅本邦夫 大丸食品株式会社 132 大岩雅美 赤穂市立介護老人保健施設
93 安田尊彦 （有）今井建設 133 井上大地 井上建築
94 藪下勝浩 （有）藪下石油店 134 小野克拓 千種建設（株）
95 岩崎俊夫 （株）岩崎組 135 阿黒利則 フォレスト（株）
96 小山元秀 136 井上裕令 （株）アイ．ワールドカンパニー
97 清水仁祉 （株）大盛工務店 137 本田　充 日本郵便（株）赤穂塩屋郵便局
98 機谷秀昭 浄土真宗本願寺派　大成山浄専寺 138 鎌島典子 かましま水産（有）・かましま赤穂店
99 大畑博計 139 山形乾二 きらら保険（有）プロトラスト

100 木村佳史 高井石油㈱ 140 岩佐良平 赤穂三洋（株）
101 西川英也 赤穂神姫タクシー（株） 141 大橋幸雄 ソニー生命保険（株）
102 木虎知己 有限会社 ナイス 142 小林正樹 （有）Ｋ'ｓ企画/ISSAロックサービス
103 濱田 尚 （有）赤穂高山観光牧場 143 田辺尚也 たなべ花店
104 黒田 一 黒田クリーニング 144 難波友昭 ナンバINTERIOR
105 東野雅弘 （株）アサ・エンタープライズ 145 目木知明 アンカー・アンド・カンパニー（株）
106 大河　誠 (有)大河テント商会 146 中村友法 パソコンサービスまるとも
107 神園卓三 (有)神園電気工業所 147 小川洋史 小川税理士事務所
108 小林  修 赤穂メモリアルホール（有）こばやし葬祭 148 横田雄大 (株）三美
109 佐藤  保 プロショップ サトウ 149 露野一彦 赤穂らーめん　麺坊

110 田淵新悟
赤穂リゾート開発株式会社（赤穂パーク
ホテル） 150 竃　直孝 かまど塗装

111 南  陽介 ファミリー福本 151 山口一郎 赤穂食糧(株）
112 水野香保里 アナウンス･プランナー 152 橋本太志 (株）ジョイハシモト
113 頭巾喜和 播美造園 153 梅本麗博 梅本電機設備（株）
114 関　鎮明 (株）関工務店 154 山﨑貴正 赤穂尾崎郵便局
115 清水隆雄 清水オーエス･サポートサービス 155
116 山下　博 山下造園 156
117 萩原裕三 （株）ロング工業 157
118 山本慎吾 山商 158
119 寺田眞康 寺田産業（株） 159
120 川崎健二 川﨑クレーン 160

２０１９年赤穂青年会議所　OB一覧


