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  登 載 依 頼 
○平成20年度宅地建物取引主任者資格試験の合格者 
 ····································· （財団法人不動産適正取引推進機構） 1 
 
 
 
 
 
平成２０年度宅地建物取引主任者資格試験の合格者について   
  平成２０年１０月１９日に実施した宅地建物取引業法（昭和２７年法律第１７６号）第
１６条の２第１項の規定による熊本県知事の委任に係る平成２０年度宅地建物取引主任者
資格試験に合格した者の氏名を次のとおり公告する。 
 合格者は５０問中３３問以上正解の者とする。ただし、宅地建物取引業法第１６条第３
項の規定により試験の一部を免除された者は４５問中２８問以上正解の者とする。 
 試験問題の正解番号は別表のとおりである。 
  平成２０年１２月３日 
                   財団法人不動産適正取引推進機構 理事長 望 月 薫 雄    

受験番号 氏名 受験番号 氏名 

4301-0004 岩本  勝毅    4301-0242 稲葉 慎一    

4301-0007 江上 理砂子   4301-0256 藤本 智子    

4301-0010 甲斐 貴子    4301-0258 髙見 洋一    

4301-0011 林 朋史    4301-0267 江副 和成    

4301-0015 村上 健一    4301-0271 小笹 康吉    

4301-0036 杉野 純一    4301-0278 那賀 沙彩    

4301-0042 坂本 美和    4301-0288 奥野 長男    

4301-0043 原野  将    4301-0289 平塚 辰博    

4301-0044 吉田 圭吾    4301-0292 荒川 陽一    

4301-0049 冨永 武宏    4301-0299 小林 卓洋    

4301-0056 齊藤 久士    4301-0306 山口 宗太    

4301-0072 中島 真琴    4301-0312 高橋 和宏    

4301-0074 綛田 新太郎   4301-0322 中村 真実    

4301-0075 小手川 裕子   4301-0327 菊池 幸雄    

4301-0089 石井 沙恵子   4301-0332 田中 秀和    

4301-0122 豊田 暁子    4301-0333 髙田 弘元    

4301-0131 宮田 昌寛    4301-0367 岩下 祐美    

4301-0143 藪内 知治    4301-0427 中尾 麻美    

4301-0151 平嶋 健一    4301-0445 中島 千枝    

4301-0160 松武 祐太郎   4301-0463 船津 健聖    

4301-0179 竹岡 和哉    4301-0465 浦谷 正弘    

4301-0216 福田 憲隆    4301-0466 橘 顕治    

4301-0217 村上 美波    4301-0468 山下 由美子   

4301-0219 浦田 幸助    4301-0470 松竹 一也    

4301-0220 右ノ子 美奈   4301-0471 間 由香    

4301-0221 上野 伸也    4301-0472 松村 正代    

4301-0223 益崎 弘一朗   4301-0478 板尾 崇史    

4301-0224 熊元 紀晃    4301-0479 德永 美香    

4301-0226 工藤 利洋    4301-0495 川手 純一    
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受験番号 氏名 受験番号 氏名 

4301-0499 外田 貴大    4301-0919 小長野 健二   

4301-0518 市  吉康    4301-0921 原口 優喜    

4301-0531 中野 綾子    4301-0922 加来 睦生    

4301-0539 松本 利史    4301-0924 橋本 泰志    

4301-0542 吉永 直美    4301-0925 廣川 聡史    

4301-0546 坂田 淳子    4301-0931 城迫 慎吾    

4301-0548 川本 郁弥    4301-0953 宮﨑 大介    

4301-0587 渡部 千鶴    4301-0958 川口 貴寛    

4301-0632 下釜 将     4301-0968 横川 ひろみ   

4301-0639 清田 月太郎   4301-0970 宮田 麻美    

4301-0641 伊東 謙一    4301-0985 山本 将太    

4301-0642 坂西 歩     4301-1011 木村 高子    

4301-0651 島田 弘司    4301-1030 田 洋平    

4301-0656 末松 亜希子   4301-1060 工藤 健     

4301-0671 山崎 貴博    4301-1067 原田 治     

4301-0672 中村 謹寿    4301-1071 松永 善博    

4301-0678 廣田 昌紀    4301-1072 中尾 美紀子   

4301-0680 松本 みさき   4301-1075 西 謙一郎   

4301-0684 村山 崇史    4301-1076 山本 学     

4301-0689 徳末 貴之    4301-1082 久行 裕樹    

4301-0691 柏田 芳栄    4301-1090 樋口 諒輔    

4301-0693 桑山 惠子    4301-1091 西村 保人    

4301-0696 本嶋 健太郎   4301-1099 林田 専司    

4301-0703 木村 健太郎   4301-1100 寺岡 和夫    

4301-0704 風間 佳織    4301-1113 藤吉 厚士    

4301-0706 倉田 貫太郎   4301-1127 牧嶋 和博    

4301-0708 小林 陽一    4301-1138 東 健史    

4301-0712 野口 さやか   4301-1161 森川 哲也    

4301-0715 村上 慶子    4301-1166 大城 恵子    

4301-0722 田代 英夫    4301-1167 山内 麻未    

4301-0733 萬代 哲也    4301-1182 福島 聖二    

4301-0747 髙宮 賢     4301-1190 内田 雅士    

4301-0766 有田 真由美   4301-1209 宮北 和幸    

4301-0794 小川 祐史    4301-1240 善德 健     

4301-0800 井 清伸    4301-1271 木原 潤     

4301-0850 松野 洋二郎   4301-1279 田中 久美    

4301-0852 岡村 喜文    4301-1287 山本 竜二    

4301-0855 森田 久美    4301-1289 碇山 亜弥    

4301-0856 塩崎 和親    4301-1294 星子 竜二    

4301-0862 二宮 修     4301-1301 長田 道明    

4301-0863 野田 ひろ子   4301-1303 鵜池 大規    

4301-0880 小早川 隆春   4301-1308 山部 勇馬    

4301-0883 山﨑 弥生    4301-1313 大野 晋太郎   

4301-0885 栁澤 一夫    4301-1315 髙野 真樹    

4301-0886 式守 幸藏    4301-1335 寺本 砂惠子   

4301-0892 石貫 浩秀    4301-1337 小幡 裕之    

4301-0893 岡 新太郎   4301-1346 橋口 邦治    

4301-0894 志水 伴子    4301-1349 江嵜 悟     

4301-0903 古泉 智子    4301-1362 松村 修子    

4301-0908 中山 綾子    4301-1364 下田 昌幸    

4301-0913 山部 一志    4301-1404 桂 晃     

4301-0914 北村 克己    4301-1436 田中 律子    
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受験番号 氏名 受験番号 氏名 

4301-1478 原野 真司    4301-1956 佐藤 卓也    

4301-1482 宮本 和幸    4301-1963 久保田 ひとみ  

4301-1492 磯野 博     4301-1965 有村 多江    

4301-1495 梅田 幸村    4301-1975 吉田 浩     

4301-1514 竹井 均     4301-1978 後藤 賢一郎   

4301-1519 藤岡 一馬    4301-1983 牧山 重友    

4301-1524 川口 秀樹    4301-1990 宮丸 豊     

4301-1531 陣内 有美    4301-1997 杉本 真由美   

4301-1532 井 直也    4301-2003 米良 和輝    

4301-1537 春山 理恵    4301-2004 石橋 正和    

4301-1551 堀川 枝里    4301-2065 渡部 幸子    

4301-1555 古庄 里衣    4301-2079 宇野 晃代    

4301-1556 山下 貴行    4301-5004 中原 知子    

4301-1568 岩本 寛子    4301-5006 大森 浩功    

4301-1611 髙橋 和美    4301-5008 児玉 聖也    

4301-1648 坂本 敏彦    4301-5009 植田 育代    

4301-1649 河村 崇     4301-5012 鎌賀 かおり   

4301-1689 吉田 剛志    4301-5013 益﨑 清治    

4301-1696 田中 義久    4301-5014 假屋 英樹    

4301-1700 山田 譲     4301-5017 松岡 章雄    

4301-1719 受島 章太郎   4301-5021 豊田 真寿美   

4301-1720 林 香織    4301-5023 樋口 幸一郎   

4301-1726 友田 義則    4301-5030 原 美保    

4301-1733 西田 陽平    4301-5035 大谷 信一    

4301-1740 福山 武史    4301-5036 松本 美保子   

4301-1747 崎田 翔     4301-5037 濵地 宣充    

4301-1750 宮本 愛美    4301-5041 橋本 和幸    

4301-1751 木村 亜希    4301-5043 澤野 敏憲    

4301-1760 松本 伸一郎   4301-5051 吉田 睦     

4301-1761 坂哉 裕二    4301-5055 服部 佳子    

4301-1771 田原 朱音    4301-5072 末長 裕子    

4301-1776 甲斐 誠     4301-5073 永尾 将成    

4301-1778 坂田 佳子    4301-5076 黒川 敬右    

4301-1787 北村 友一    4301-5087 小山田 剛 

4301-1797 野島 裕     4301-5092 末永 貴大    

4301-1856 山田 亜土武   4301-5093 岩下 理恵    

4301-1863 深川 広大    4301-5096 矢野 公輔    

4301-1864 上村 孝喜    4301-5099 柿本 文敏    

4301-1888 池部 知子    4301-5109 掃本 敏明    

4301-1898 西 正之    4301-5110 水上 美由紀   

4301-1901 村上 修一    4301-5113 宮野 崇志    

4301-1907 大田 剛     4301-5114 木下 隆弘    

4301-1915 芝尾 博志    4301-5121 阿南 里江子   

4301-1916 吉永 浩一郎   4301-5127 中村 光彦    

4301-1930 渡辺 雅史    4301-5139 松尾 守     

4301-1933 岸尾 幸江    4301-5142 橋口 良二    

4301-1945 木村 圭吾    4301-5153 松下 幹夫    

4301-1949 下野 明希子   4301-5155 中本 裕章    

4301-1950 秋山 宗久    4301-5156 松枝 竹己    

4301-1953 山本 幸男    4301-5171 岩下 忠     

4301-1954 杉田 正幸    4301-5179 佐藤 剣一    

4301-1955 栗原 健次    4301-5184 三井 美江    
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4301-5206 水篠 淳一    4301-5307 倉岡 知徳    

4301-5208 堀 光太朗   4301-5308 長廣 潤     

4301-5209 沖田 優作    4301-5314 坂本 美重子   

4301-5213 松永 敬範    4301-5316 八田 百合子   

4301-5228 中本 伸也    4301-5317 村瀨 京子    

4301-5232 西 正洋    4301-5327 谷口 聡志    

4301-5237 坂本 祐一朗   4301-5332 河原 淸範    

4301-5247 辻村 悟郎    4302-0096 髙橋 美幸    

4301-5274 丸塚 憲治    4302-0115 濵田 裕子    

4301-5275 藤田 英也    4302-0136 小嵜 友和    

4301-5277 網中 良明      

4301-5278 佐藤 明美      

4301-5281 松永 智之      

4301-5283 米岡 英二        

4301-5297 田代 雅敏      

4301-5299 松本 美保      

4301-5305 中川 信吾      
 

平成２０年度宅地建物取引主任者資格試験正解番号表 

問 １ 問 ２ 問 ３ 問 ４ 問 ５ 問 ６ 問 ７ 問 ８ 問 ９ 問１０

1 1 3 4 4 2 3 3 1 1 

問１１ 問１２ 問１３ 問１４ 問１５ 問１６ 問１７ 問１８ 問１９ 問２０

4 3 4 3 3 2 3 4 2 3 

問２１ 問２２ 問２３ 問２４ 問２５ 問２６ 問２７ 問２８ 問２９ 問３０

1 2 1 2 3 4 4 1 2 3 

問３１ 問３２ 問３３ 問３４ 問３５ 問３６ 問３７ 問３８ 問３９ 問４０

2 4 3 4 4 2 4 1 4 1 

問４１ 問４２ 問４３ 問４４ 問４５ 問４６ 問４７ 問４８ 問４９ 問５０

2 1 2 3 1 4 2 4 3 2 

 


