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2022 年度配電制御システム検査技能審査試験  
合格発表 

 
  2022 年度配電制御システム検査技能審査試験（1 級・2 級）が 2022 年 10 月 15 日(土)
に全国 9 会場で実施されました。受験者は 1 級 99 名、2 級 174 名、合格者は 1 級 32 名、

2 級 78 名でした（一部試験合格者については、1 級学科 24 名、1 級実技 5 名、2 級学科

23 名、2 級実技 8 名）。以下、支部別に合格者の受験番号、氏名及び一部試験合格者の受

験番号を掲載します。 
合格者には「配電制御システム検査技能審査合格証書」と「携帯用資格者証（カード）」を、

学科又は実技試験のみの合格者には「一部試験合格通知書（はがき）」を、受験した支部経由で

2023 年 3 月末日までにお渡しする予定です。 
 

成 績 優 秀 者 
 

次の方々は、学科及び実技試験の成績が特に優秀であったので、氏名を掲げ 
その卓抜した技術と技能を称えます。 

 
1 級 
522-1A002 塩﨑雄介 児島電機株式会社 
 
2 級 
222-2A026 中嶋 誠 古川電気工業株式会社 
322-2A068 金丸 誠 株式会社日新電機製作所 
422-2A014 稲垣 俊 東洋電機株式会社 
622-2A001 野口 傑 株式会社豊島製作所 
622-2A002 福岡悠太 光和電業株式会社 
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＜１級＞合格者及び一部合格者  
 

【北海道支部】 

 
合格者 1 名 

122-1C003 山口 英輝     
学科のみ合格者 2 名 

122-1A001 122-1A002     
実技のみ合格者 なし 

 

【東北支部】 

 
合格者 3 名 

222-1A003 秋葉 竜典 222-1A005 五十嵐 和也 222-1C001 森田 義広 
学科のみ合格者 3 名 

222-1A004 222-1A006 222-1A007    
実技のみ合格者 1 名 

222-1A001      
 

【東京支部】 

 
合格者 8 名 

322-1A001 岩崎 勝伍 322-1A004 山田 大助 322-1B021 福田 将之 
322-1B022 奈良 政孝 322-1C032 廣川 剛 322-1C034 小宮 新 
322-1C036 山際 由洋 322-1C038 水上 勝   

学科のみ合格者 5 名 
322-1A008 322-1A010 322-1A011 322-1A015 322-1D041  

実技のみ合格者 2 名 
322-1A003 322-1A012     

 

【中部支部】 

 
合格者 5 名 

422-1A002 松尾 周 422-1A009 鈴木 涼太 422-1A012 阿波 崇博 
422-1C002 五藤 敦彦 422-1C004 河瀬 竜之   

学科のみ合格者 3 名 
422-1A006 422-1A010 422-1A011    

実技のみ合格者 なし 
 

【関西支部】 

 
合格者 2 名 

522-1A002 塩﨑 雄介 522-1A005 田中 昭伍   
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学科のみ合格者 1 名 
522-1A001      

実技のみ合格者 1 名 
522-1A006      

 

【中国支部】 

 
合格者 5 名 

622-1A001 秦 陽介 622-1A003 藤原 憲一 622-1B001 奥山 彰浩 
622-1C002 今田 元信 622-1C004 野村 翼   

学科のみ合格者 3 名 
622-1A004 622-1A006 622-1A007    

実技のみ合格者 なし 
 

【四国支部】 

 
合格者 2 名 

722-1B001 濱田 勇 722-1C001 佐藤 久遠   
学科のみ合格者 1 名 

722-1A002      
実技のみ合格者 1 名 

722-1A003      
 

【九州支部】 

 
合格者 6 名 

822-1A002 奥間 健太 822-1A006 関口 直明 822-1A007 佐藤 健一 
822-1A008 一ノ瀬 龍嗣 822-1C003 陣内 敬司 822-1C006 井上 憲一 

学科のみ合格者 6 名 
822-1A003 822-1A004 822-1A005 822-1A009 822-1A010 822-1D001 

実技のみ合格者 なし 
 
 

＜２級＞合格者及び一部合格者  
 

【北海道支部】 

 
合格者 2 名 

122-2A003 永金 良則 122-2C001 畑山 洸平   
学科のみ合格者 1 名 

122-2A002      
実技のみ合格者 なし 
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【東北支部】 

 
合格者 13 名 

222-2A002 工藤 奏太 222-2A004 高田 晋伍 222-2A012 鈴木 佑來 
222-2A014 渡辺 和浩 222-2A017 千田 智久 222-2A022 阿部 洋和 
222-2A024 大友 柊 222-2A025 齋藤 玄太 222-2A026 中嶋 誠 
222-2A027 小倉 真由子 222-2B001 小林 弘典 222-2C001 伊藤 英亮 
222-2C004 高橋 昌稔     

学科のみ合格者 11 名 
222-2A003 222-2A005 222-2A006 222-2A007 222-2A010 222-2A011 
222-2A016 222-2A018 222-2A020 222-2A021 222-2A023  

実技のみ合格者 なし 
 

【東京支部】 

 
合格者 16 名 

322-2A051 麻生 吉孝 322-2A054 絹 奬一郎 322-2A057 鳥越 裕次郎 
322-2A059 佐藤 洋士 322-2A066 山元 蓮 322-2A067 山本 隼輔 
322-2A068 金丸 誠 322-2A069 山田 輝実 322-2B081 斎藤 拓也 
322-2C091 紫藤 光一 322-2C095 勝野 佑也 322-2C099 中村 知義 
322-2C101 馬場 翔太 322-2C102 岡留 伸吾 322-2C103 八木澤 宏昌 
322-2C104 山口 親太郎     

学科のみ合格者 5 名 
322-2A052 322-2A055 322-2A056 322-2A061 322-2A064  

実技のみ合格者 1 名 
322-2A058      

 

【中部支部】 

 
合格者 11 名 

422-2A002 藤嶋 祐介 422-2A011 大内 奨 422-2A014 稲垣 俊 
422-2B001 山田 和貴 422-2C001 寺西 宏二 422-2C002 南谷 信貴 
422-2C003 玉置 哲也 422-2C004 小川 純矢 422-2C005 琴野 真也 
422-2C006 横井 紀宏 422-2C007 宇野 史明   

学科のみ合格者 なし 
実技のみ合格者 1 名 

422-2A013      
 

【関西支部】 

 
合格者 14 名 

522-2A005 前田 真吾 522-2A006 蓑田 聡馬 522-2A008 大吉 智貴 
522-2A010 小菅 潤一 522-2A011 藤原 一晟 522-2A012 相澤 大斗 
522-2A013 大谷 崇 522-2A014 三尾 友宏 522-2A016 野村 拓生 
522-2C001 船橋 俊文 522-2C002 潮平 大次郎 522-2C003 細川 真央 
522-2C004 久保 雄介 522-2C005 永山 裕史   
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学科のみ合格者 なし 
実技のみ合格者 3 名 

522-2A002 522-2A003 522-2A015    
 

【中国支部】 

 
合格者 12 名 

622-2A001 野口 傑 622-2A002 福岡 悠太 622-2A004 安永 翼 
622-2A008 牧 栄次 622-2A009 西牧 真 622-2B001 山本 雅治 
622-2C002 竹戸 裕華 622-2C004 村上 智哉 622-2C007 田中 秀幸 
622-2C008 原野 伸聖 622-2C009 野上 拓郎 622-2C010 須田 隆誠 

学科のみ合格者 1 名 
622-2A003      

実技のみ合格者 2 名 
622-2A005 622-2A007     

 

【四国支部】 

 
合格者 2 名 

722-2A005 久保 慶知 722-2B003 川本 和人   
学科のみ合格者 3 名 

722-2A002 722-2A006 722-2A007    
実技のみ合格者 なし 

 

【九州支部】 

 
合格者 8 名 

822-2A004 片岡 真 822-2C001 松尾 精治 822-2C003 榎屋 多美男 
822-2C007 森田 毅 822-2C008 林 礼造 822-2C010 森下 勇樹 
822-2C011 藤 憲二 822-2C012 加藤 忠   

学科のみ合格者 2 名 
822-2A006 822-2A007     

実技のみ合格者 1 名 
822-2A005      

 


