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ISO 18436-7 機械状態監視診断技術者（サーモグラフィ）  

2021 年 11 月 1 日発効資格者一覧（有効期限 2026 年 10 月 31 日）  

 

 

【カテゴリ Ⅰ】  

 

＜新規取得者＞   ＜更新者＞  

氏名  認証番号   氏名  認証番号  

阿部  貴千  N70001863   菅野  武久  N70000024 

横木  伸真  N70001872  久保  孝  N70000042 

   是松  毅  N70000051 

   角  祐太朗  N70000089 

   髙橋  昌之  N70000098 

   中嶋  直樹  N70000113 

   中村  彰宏  N70000122 

   長谷川  彰  N70000140 

   籾山  聡司  N70000178 

 

 

 

 

 

【特記事項】  

1) 今回より、カテゴリⅠの 5 年目の資格更新が開始されました。  

2) 今回はカテゴリⅡの認証申請対象者はおりません。  
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ISO 18436-7 機械状態監視診断技術者（サーモグラフィ）  

2021 年 5 月 1 日発効資格者一覧（有効期限 2026 年 4 月 30 日）  

 

 

【カテゴリ Ⅰ】  

  
氏名  認証番号  

今井  広人  N70001818 

川端  恭兵  N70001827 

古寺  周平  N70001836 

下村  勝己  N70001845 

長嶋  智典  N70001854 

 

※今回はカテゴリⅡの認証申請対象者なし  
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ISO 18436-7 機械状態監視診断技術者（サーモグラフィ）  

2020 年 11 月 1 日発効資格者一覧（有効期限 2025 年 10 月 31 日）  

 

 

【カテゴリ Ⅰ】  

  
氏名  認証番号  

栗原  恵  N70001747  

竹内  裕貴  N70001756  

塚本  高輝  N70001765  

角熊  信二  N70001774  

野島  勇紀  N70001783  

平原  良一  N70001792  

我妻  賢  N70001809  

 

 

※今回はカテゴリⅡの認証申請対象者なし   
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ISO 18436-7 機械状態監視診断技術者（サーモグラフィ）  

2020 年 5 月 1 日発効資格者一覧（有効期限 2025 年 4 月 30 日）  

 

 

【カテゴリ Ⅰ】  
 
【カテゴリⅡ】  

     
氏名  認証番号  

 
氏名  認証番号  

淺賀  竜治  N70001587   小嶋  博之  N70001729  

門脇  裕介  N70001596   塩尻  知司郎  N70001738  

神坂  登司雄  N70001602     

河内  亮平  N70001611     

菅野  浩治  N70001620     

小南  英寿  N70001630     

佐古本  真也  N70001649     

下白石  龍  N70001658     

竹内  雄一  N70001667     

堂原  幸輝  N70001676     

平尾  剛  N70001685     

平山  幸敏  N70001694     

山下  哲哉  N70001700     

脇村  豪  N70001710     
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ISO 18436-7 機械状態監視診断技術者（サーモグラフィ）  

2019 年 11 月 1 日発効資格者一覧（有効期限 2024 年 10 月 31 日）  

 

 

【カテゴリ Ⅰ】  
 
【カテゴリⅡ】  

     
氏名  認証番号  

 
氏名  認証番号  

秋山  直輝  N70001282  井上  哲郎  N70001504 

網塚  寛貴  N70001291  大久保  公治  N70001513 

飯村  悟  N70001308  小針  翔太  N70001522 

市原  勇人  N70001317  高木  俊和  N70001531 

遠藤  祐輝  N70001326  鶴園  篤哉  N70001540 

大西  達雄  N70001335  西谷  俊輔  N70001550 

尾﨑  将志  N70001344  結城  伸芳  N70001569 

小澤  卓也  N70001353  米田  時康  N70001578 

金川  鐘泰  N70001362    

金田  崇宏  N70001371    

木戸  上総  N70001380    

小嶋  博之  N70001390    

斉藤  廉  N70001406    

笹田  実  N70001415    

佐藤  舜亮  N70001424    

篠澤  義人  N70001433    

田中  啓杜  N70001442    

中澤  孝平  N70001451    

藤原  淳年  N70001460    

細川  高憲  N70001470    

山本  健司  N70001489    

山本  浩人  N70001498    
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ISO 18436-7 機械状態監視診断技術者（サーモグラフィ）  

2019 年 5 月 1 日発効資格者一覧（有効期限 2024 年 4 月 30 日）  

 

 

【カテゴリ Ⅰ】  
 
【カテゴリⅡ】  

     
氏名  認証番号  

 
氏名  認証番号  

和泉  佑耶  N70001157  植田  勝彦  N70001228 

井上  哲郎  N70001166  梅本  優  N70001237 

大塚  強平  N70001175  大庭  和豊  N70001246 

島崎  紘亘  N70001184  戸浪  健治  N70001255 

西谷  俊輔  N70001193  森谷  浩典  N70001264 

藤﨑  努  N70001200  横田  華澄  N70001273 

藤本  真弥  N70001219    
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ISO 18436-7 機械状態監視診断技術者（サーモグラフィ）  

2018 年 11 月 1 日発効資格者一覧（有効期限 2023 年 10 月 31 日）  

 

 

【カテゴリ Ⅰ】  
 

【カテゴリⅡ】  

     
氏名  認証番号  

 
氏名  認証番号  

安部  比呂志  N70000919 

 

阿部  正和  N70001077 

棈松  悠亮  N70000928 

 

小笠原  雄一  N70001086 

石川  友亮  N70000937 

 

菅野  武久  N70001095 

井関  恵一朗  N70000946 

 

西  哲也  N70001101 

蛯名  明彦  N70000955 

 

松本  園子  N70001110 

大河内  雄五  N70000964 

 

松本  洋明  N70001120 

加藤  桂佑  N70000973 

 

和田  亮  N70001139 

更科  淳史  N70000982 

   塩尻  知司郎  N70000991 

   関根  洋平  N70001003 

   高木  俊和  N70001012 

   中元  雄一  N70001021 

   新山  正教  N70001030 

   水口  智敬  N70001040 

   矢部  政年  N70001059 

   結城  伸芳  N70001068 

   横浜  和志  N70001148 
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ISO 18436-7 機械状態監視診断技術者（サーモグラフィ）  

2018 年 5 月 1 日発効資格者一覧（有効期限 2023 年 4 月 30 日）  

 

【カテゴリ Ⅰ】   【カテゴリⅡ】  

     

氏名  認証番号   氏名  認証番号  

青木  健  N70000525  阿部  智彦  N70000810 

青木  秀幸  N70000534  奥村  勇気  N70000820 

安藤  真一  N70000543  木村  浩之  N70000839 

植田  勝彦  N70000552  下斗米  翔太  N70000848 

上野  仁士  N70000561  庄司  義樹  N70000857 

梅本  優  N70000570  中村  彰宏  N70000866 

大田  怜央  N70000580  野村  滉一  N70000875 

岡島  雄功  N70000599  久冨  敬太  N70000884 

小川  雅夫  N70000605  藤本  哲也  N70000893 

梶山  茂  N70000614  山本  祐一  N70000900 

加藤  裕之  N70000623   

菊池  秀和  N70000632   

倉本  賢一  N70000641   

小林  利明  N70000650   

坂本  孝弘  N70000660   

佐藤  和弥  N70000679   

佐藤  慶信  N70000688   

新家  康介  N70000697   

高橋  宏光  N70000703   

竹林  亨  N70000712   

堤  良太  N70000721   

戸浪  健治  N70000801   

中本  匠  N70000730   

松本  洋明  N70000740   

松山  祐太  N70000759   

宮地  智将  N70000768   

村山  雄哉  N70000777   

山田  悠介  N70000786   

横田  華澄  N70000795   
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ISO 18436-7 機械状態監視診断技術者（サーモグラフィ）  

2017 年 11 月 1 日発効資格者一覧（有効期限 2022 年 10 月 31 日）  

 

【カテゴリ Ⅰ】  

 

氏名  認証番号  

阿部  正和  N70000392 

飯村  拓真  N70000409 

久保  将人  N70000418 

佐藤  優樹  N70000427 

髙橋  洋幸  N70000436 

舘下  翔  N70000445 

鶴園  篤哉  N70000454 

西野  守  N70000463 

林  孝輔  N70000472 

松本  園子  N70000481 

美馬  雄基  N70000490 

森  哲  N70000507 

和田  亮  N70000516 

 

  



 

10 

 

ISO 18436-7 機械状態監視診断技術者（サーモグラフィ）  

2017 年 5 月 1 日発効資格者一覧（有効期限 2022 年 4 月 30 日）  

 

【カテゴリ Ⅰ】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

氏名  認証番号  

安達 哲平  N70000211 

蝦名 貴広  N70000220 

大久保 公治  N70000230 

太田 奈津美  N70000249 

大庭 和豊  N70000258 

岡部 泰洋  N70000276 

小笠原 雄一  N70000267 

奥村 勇気  N70000285 

久保 進康  N70000294 

小針 翔太  N70000300 

内藤 泰幸  N70000310 

中川内 誠  N70000329 

西 哲也  N70000338 

西田 慶志  N70000347 

野阪 潤一  N70000356 

野舘 和己  N70000365 

米田 時康  N70000374 

力丸 岳  N70000383 
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ISO 18436-7 機械状態監視診断技術者（サーモグラフィ）  

2017 年 1 月 1 日発効資格者一覧（有効期限 2021 年 10 月 31 日）  

 

 

【カテゴリ Ⅰ】  

 

 

 

氏名  認証番号  

阿部  智彦  N70000015 

菅野  武久  N70000024 

木村  浩之  N70000033 

久保  孝  N70000042 

是松  毅  N70000051 

下斗米  翔太  N70000060 

庄司  義樹  N70000070 

角  祐太朗  N70000089 

髙橋  昌之  N70000098 

田口  優太  N70000104 

中嶋  直樹  N70000113 

中村  彰宏  N70000122 

野村  滉一  N70000131 

長谷川  彰  N70000140 

久冨  敬太  N70000150 

藤本  哲也  N70000169 

籾山  聡司  N70000178 

森谷  浩典  N70000187 

山口  圭一  N70000196 

山本  祐一  N70000202 


