
番　号 氏　　　　名 事　　　業　　　所　　　名 所　　　在　　　地 部会 備  考

1 秋田　英次 山陽ロード工業㈱ 下高倉西1203-1 建 新任

2 天野　誠 エバラ食品工業㈱ 津山工場 金井468-1 産 再任

3 有本　英紀 （株）オォーレック 西吉田479-1 建 新任

4 安東　和多留 東部電子工業（株） 高野本郷2580-3 産 新任

5 生駒　徹志 ＩＫＯＭＡロボテック㈱ 戸島634-28 産 再任

6 石井　香里 （有）アクティ 南町1-110 サ 新任

7 井上　隆士 （有）いのうえ企画 沼52-8 都 新任

8 岡　悦宣 （有）宝石おか 京町66 流 新任

9 小川　創 （株）メガネルック 山北406-7 流 新任

10 尾関　茂之 津山工業原料㈱ 草加部1170-22 都 新任

11 小原　健司 （株）小原産業 川崎641 建 新任

12 小原　冨治雄 富士パレット㈱ 津山口111-1 産 再任

13 片山　学 （学）美作学園 北園町50 諸 新任

14 門長　義浩 キャンパスショップラビット 志戸部700-9 流 新任

15 川嶋　健文 美作マツダ自動車㈱ 昭和町1-86 流 再任

16 菅田　拓平 菅田㈱ 川崎1902-3 流 再任

17 小林　和彦 (福)千寿福祉会 瓜生原326-1 医 再任

18 頃安　俊男 （株）頃安建設 志戸部681-2 建 新任

19 坂田　蒼美 津山グリーン建設工業㈱ 日上169-1 建 再任

20 坂本　弘治 坂本建設㈱ 日上62-1 建 再任

21 佐野　彰彦 （株）佐野食品 二宮124-4 産 新任

22 鹿野　祐司 ㈱服部薬局 田町21-1 医 再任

23 下山　八潮 勝田交通㈱ 上河原207-5 サ 新任

24 須江　健治 ㈱すえ木工 八出244-1 産 新任

25 髙山　尚明 ㈱五月工建 小原127 建 再任

26 竹内　道隆 （株）高橋ポンプ設備工業 押入566-1 建 新任

27 武本　哲郎 院庄林業㈱ 二宮22-1 産 再任

28 田中　義一 （株）住宅産業センター 志戸部214-5 建 新任

29 寺本　勝 ㈲寺本保険事務所 林田807-13 諸 再任

30 土居　大介 （有）住吉 高野山西1909-6 建 新任

31 友末　琢磨 共和機械㈱ 河面375 産 新任

32 難波　賢治 ㈱ナンバ 材木町1328-25 流 再任

33 長谷川　毅 ㈱長谷川硝子店 坪井町14 建 再任

34 林　宏和 ㈲林石材店 日上862 産 再任

35 廣野　貴大 ㈱廣陽本社 田町22 産 再任

36 福田　雅文 （株）対鶴ビル 大手町5-10 都 新任

37 前原　光宏 （有）アーヴァンマエハラ 横山377-8ｻｳｽﾊｲﾂ 1F 諸 新任

38 牧野　秀俊 山一水産㈱ 戸島921-5 流 再任

39 松村　利栄 アクサ生命保険㈱ 津山営業所 山下30-9 諸 再任

40 松本　秀彦 ㈱本山合金製作所 綾部字緑山1645-20 産 再任

41 松本　裕之 ㈱松建 上河原119-3 流 再任

42 松本　龍二 ㈲中央廃棄物処理センター 八出602-3 都 新任

43 光岡　宏文 ㈱光岡製作所 福力16 産 再任

44 山岡　裕明 ㈱山岡工務店 大田822 建 再任

45 山形　大介 （株）津山医研 山北636-2 医 新任

46 山形　誠 ㈱山形電気工事 上之町44-2 建 再任

47 山本　幸治 ㈱山本工務店 横山399-1 建 再任

48 山本　俊輔 ㈲大文字本舗 小原207-6 流 新任

49 吉田　縉史 ㈱環光 小原83-1 都 再任

50 渡辺　敬三 クリナップ㈱ 金井558-3 産 再任
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