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1 紙屋　末治 紙屋設計事務所 鹿児島市 31 馬塲　正信 ばば設計 鹿児島市

2 新田　弘毅 ㈲新田建築設計事務所 鹿児島市 32 三島　浩幸 ㈲三島建築設計事務所 鹿児島市

3 前迫　哲志 前迫設計 鹿児島市 33 内布　和泰 ㈲三島建築設計事務所 鹿児島市

4 口ノ町　平和 空．設計工房 鹿児島市 34 古川　稔 ㈱アーキ・プラン 鹿児島市

5 櫻井　裕 ㈱いづろ設計事務所 鹿児島市 35 桑波田　修 ㈱アーキ・プラン 鹿児島市

6 大原　達也 ㈱大原設計 鹿児島市 36 沖田　誠二 ㈱アーキ・プラン 鹿児島市

7 菖蒲　道男 しょうぶ設計 鹿児島市 37 水本　浩二 ㈱アーキ・プラン 鹿児島市

8 西尾　直希 永園設計㈱ 鹿児島市 38 福田　真樹子 ㈱アーキ・プラン 鹿児島市

9 米倉　眞一 ㈱米倉設計事務所 鹿児島市 39 若松　達榮 若松設計㈱ 鹿児島市

10 市来　泰之 サン企画 鹿児島市 40 鎌田　道清 ㈱東条設計 鹿児島市

11 有村　彬 ㈲昂企社 鹿児島市 41 国師　博久 Ｕ－ｋｏｕ設計事務所 鹿児島市

12 濵島　省一 ㈱プロト設計室 鹿児島市 42 坂口　匡弘 ㈲坂口建築設計事務所 鹿児島市

13 永吉　純子 ㈱プロト設計室 鹿児島市 43 井手口　京士朗 井手口建築設計事務所 鹿児島市

14 入木　良人 入木構造設計 鹿児島市 44 有馬　久博 ㈱ありま建築事務所 鹿児島市

15 中村　純一 ㈱畠中設計 鹿児島市 45 山下　壮 ㈲新建築設計事務所 鹿児島市

16 黒瀬　昭 ㈱畠中設計 鹿児島市 46 上村　幸一 ㈲新建築設計事務所 鹿児島市

17 上妻　建生 ㈲下舞建築設計事務所 鹿児島市 47 平野　学 粹空間工房 鹿児島市

18 上之　康史 ㈱上之設計 鹿児島市 48 永田　清 永田建築設計事務所 鹿児島市

19 戸川　拓也 堂園設計㈱ 鹿児島市 49 嘉野　文広 ㈱環境建築研究所 鹿児島市

20 藏元　健介 ㈲藏元建築設計事務所 鹿児島市 50 福居　俊隆 ㈱環境建築研究所 鹿児島市

21 鬼丸　勝典 鬼丸建築事務所 鹿児島市 51 熊本　倫子 ㈱衞藤中山設計 鹿児島市

22 板山　芳孝 イタヤマ建築事務所 鹿児島市 52 田村　大地 ㈲アトリエ環 鹿児島市

23 田代　昌弘 ㈱田代設計工房 鹿児島市 53 野嶽　日出見 ㈱トータル設計事務所 鹿児島市

24 戸子田　靖 トコダ設計 鹿児島市 54 川西　幸一 ㈲かわにし設計工房 鹿児島市

25 山本　和宣 山本建築設計事務所 鹿児島市 55 西辻　幸基 ㈲基設計 鹿児島市

26 前田　修作 ㈱大匠設計 鹿児島市 56 有川　満 中央建研㈱ 鹿児島市

27 堤　誠也 ㈱大匠設計 鹿児島市 57 片平　崇 ㈱片平設計 鹿児島市

28 山野　有希 ㈱大匠設計 鹿児島市 58 東迫　健一郎 東迫建築設計事務所 鹿児島市

29 岡元　繁喜 ㈲オカモト都市設計 鹿児島市 59 笹川　福一郎 ㈲笹川設計 鹿児島市

30 北　勝美 北設計 鹿児島市 60 蓑田　満康 ㈱みのだ設計 鹿児島市
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61 梅野　一郎 ㈱創和設計 鹿児島市 91 鈴木　伸一郎 ㈱協和設計事務所 霧島市

62 上薗　祥子 龍設計工房㈱ 日置市 92 五領　覚 五領建築設計事務所 霧島市

63 松元　利信 龍設計工房㈱ 日置市 93 大工　三好 三好設計 霧島市

64 田中　滋 田中滋建築設計事務所 いちき串木野市 94 犬童　光弘 犬童設計 霧島市

65 立石　功貴 立石建築設計事務所 いちき串木野市 95 後平　義寛 ㈲アルファ設計 霧島市

66 久保　満 ㈱久保建築設計 薩摩川内市 96 宇住庵　忠司 ㈱宇住庵設計 鹿屋市

67 福永　重承 ㈲鎌田設計 薩摩川内市 97 濱田　優 濱田建築設計事務所 鹿屋市

68 野村　芳満 野村芳満建築設計事務所 薩摩川内市 98 立元　和男 ㈱立元建築事務所 鹿屋市

69 野村　順子 野村芳満建築設計事務所 薩摩川内市 99 九町　淳一郎 ＪＵＮ建築設計事務所 鹿屋市

70 濵田　敏久 都建築設計事務所 薩摩川内市 100 野津　安徳 野津建築設計事務所 鹿屋市

71 白石　浩二 シグマ・Ｋ設計事務所 薩摩川内市 101 松田　守男 ㈲松田設計事務所 鹿屋市

72 吉川　雄司 ㈱川内建築設計 薩摩川内市 102 三宅　真五 ㈲三宅建築設計事務所 鹿屋市

73 大久保　薫 大久保設計 薩摩川内市 103 新留　信久 ㈱新留建築設計事務所 鹿屋市

74 上濵　優貴 上濵設計事務所 出水郡 104 福園　浩次郎 ㈱伊野設計 鹿屋市

75 中村　数喜 ㈲中村設計・補償コンサルタント事務所 出水市 105 西小野　文弘 西小野建築設計事務所 鹿屋市

76 田中　繁 田中設計室 出水市 106 木原田　純一 木原田一級建築士事務所 鹿屋市

77 丸田　祐二 ㈲丸田設計事務所 出水市 107 藤﨑　芳弘 藤﨑建築設計事務所 鹿屋市

78 築地　康久 築地建築設計事務所 阿久根市 108 三石　剛史 ㈲寺石設計 肝属郡

79 今川　譲治 ふるさと建築設計事務所 姶良郡 109 福留　勉 アユム一級建築設計事務所 志布志市

80 二宮　巧 ㈱田代設計工房加世田事務所 南さつま市 110 栄　博昭 ㈱栄建築設計事務所 奄美市

81 竹之内　稔 ㈲竹之内建築事務所 南さつま市 111 鬼塚　清正 ㈲鬼塚設計 奄美市

82 田代　司 ㈲田代建築設計事務所 南九州市 112 奥　秀仁 奥建築設計事務所 奄美市

83 赤崎　扶佐恭 赤崎設計 南九州市 113 重信　涼 ㈱重信設計 奄美市

84 愛川　賀久 愛川建築設計事務所 南九州市 114 酒井　萃 ㈱酒井建築事務所 奄美市

85 田畑　邦宏 田畑一級建築設計事務所 指宿市 115 豊岡　弘一 豊岡設計室 奄美市

86 寺田　智行 ＴＩＡ設計 指宿市 116 中村　重昭 中村建築設計事務所 西之表市

87 四元　廉宗 ㈲タケダ建築設計室 枕崎市 117 平安　博海 ㈲平安企画設計 大島郡

88 中西　廣三 中西建築設計事務所 姶良市 118 濵田　育郎 ㈲平安企画設計 大島郡

89 東芦谷　誠 誠建築設計事務所 霧島市 119 森　一治 森建築設計事務所 大島郡

90 木佐木　俊春 木佐木設計事務所 霧島市


