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19Ｈ00016 笹山 大介 19Ｈ00018 星野 将貫 19Ｈ00020 塩野 浩士
19Ｈ20005ＤＥ 伊藤 雅文 19Ｊ00014 辰己 滋 19Ｊ00015 田屋 祐樹
19Ｊ00027 崎村 望生 19Ｋ00002 五拾免u晃 19Ｋ00004 片山 雅之
19Ｋ00007 鈴木 晴美 19Ｋ00011 池田 雄二 19Ｋ00012 山田 裕子
19Ｋ00037 沖 宗一郎 19Ｋ00049 小倉亜紗美 19Ｋ00050 笠松 扶美
19Ｋ20006ＣＤ 佐師智郁子 19Ｋ20007ＣＤ 田中 邦彰 19Ｌ00012 公文 崇
19Ｍ00004 松枝英一郎 19Ｍ00011 崔 京 19Ｍ00012 菖蒲 昌平
19Ｍ00013 大沼 拓矢 19Ｍ00024 深澤 圭太 19Ｍ00029 繁田 祐輔
19Ｍ00033 信定 稔久 19Ｍ00038 湯谷 享泰 19Ｍ00053 大瀬 輝彦
19Ｍ00067 石井真理奈 19Ｍ00091 加藤 健一 19Ｍ00093 熊尾 耕多
原子力・放射線部門
20Ａ20002ＡＢ 坂本 裕子 20Ｂ00002 矢澤 紀子 20Ｂ00004 石井 佳彦
20Ｂ00005 吉田 拓真 20Ｂ00006 中村 和正 20Ｂ00007 仁田脇武志
20Ｂ00008 大浦 勝 20Ｂ00009 市原 淑子 20Ｂ00010 ˆ橋 真幸
20Ｂ00015 植竹 満 20Ｂ00017 千田 裕二 20Ｂ00018 高桑 正行
20Ｂ00019 佐々木隆博 20Ｂ00020 中川 廉 20Ｂ00021 大谷 勇介
20Ｂ00022 西村 荒雄 20Ｂ00024 有馬 昌邦 20Ｂ00026 杉本 純
20Ｂ00028 向井 謙騎 20Ｂ00031 秋葉 美幸 20Ｂ00032 竹村 真
20Ｂ00033 小林 護 20Ｂ00036 塚田 学 20Ｂ00037 永田 寛
20Ｂ00038 木村 明博 20Ｂ00040 田中 健哉 20Ｂ00041 麻生 学
20Ｂ00042 寺門 嗣夫 20Ｂ00043 中Ä 和寿 20Ｂ00044 東 大輔
20Ｂ00045 小林 稔明 20Ｂ00046 吉澤 道夫 20Ｂ00047 鈴木 和博
20Ｂ00048 西形 昌之 20Ｂ00049 清川 省吾 20Ｂ00050 田中 浩基
20Ｂ00051 神谷 栄世 20Ｂ00052 多田 伸雄 20Ｂ00053 大野 勉
20Ｂ00054 羽賀 一男 20Ｂ00055 茶木 雅夫 20Ｂ00057 時吉 正憲
20Ｂ00058 津金 秀樹 20Ｂ00059 金子 哲也 20Ｂ00061 福嶋 峰夫
20Ｂ00062 吉田 豊 20Ｂ00065 田所 瑞穂 20Ｂ00066 藤井 正
20Ｂ00067 川島 滋代 20Ｂ00068 田邊 秀憲 20Ｂ00070 原 裕
20Ｂ00074 桑田 優 20Ｂ00078 越智 康浩 20Ｂ00080 佐川 寛
20Ｂ00082 水野 聡史 20Ｂ00083 伊藤 卓也 20Ｂ00084 室本奈津子
20Ｂ00086 古谷 賢 20Ｂ00088 関 洋 20Ｂ00089 山中 勝
20Ｂ00090 小原 教弘 20Ｂ00092 安松 拓洋 20Ｂ00094 中村 雅人
20Ｂ00095 高橋 悠 20Ｂ00096 溝口 真樹 20Ｂ00097 塩原 秀久
20Ｂ00098 清水 典明 20Ｂ00099 丹野 伸彦 20Ｂ00100 大和田政孝
20Ｂ00102 大村 直孝 20Ｂ00104 井原 隆文 20Ｂ00105 太田 洋輔
20Ｂ00106 佐藤 克利 20Ｂ00108 岸本 直樹 20Ｂ00109 原田 隆
20Ｂ00110 山下 秀昭 20Ｂ00111 松沢 薫 20Ｂ00112 木谷 貴雄
20Ｂ00113 高城 徹也 20Ｂ00114 平尾 好弘 20Ｂ00115 中島 千博
20Ｂ00116 津守 孝一 20Ｂ00117 大畠 康宏 20Ｂ00118 鈴木 美咲
20Ｂ20004ＡＣ 玉田 耕造 20Ｂ20008ＡＢ 徳永 賢輔 20Ｃ00001 高梨 秀佳
20Ｃ00002 高木 一 20Ｃ00005 花房 啓一 20Ｃ00006 大沢 竜也
20Ｃ00008 小野 哲史 20Ｃ00009 塚原 寧記 20Ｃ00010 松本 吉弘
20Ｃ00011 井本 雅之 20Ｃ00012 長谷川隆康 20Ｃ00014 大崎 智之
20Ｃ00015 今井 聡 20Ｃ00017 岩橋 裕樹 20Ｃ00020 二宮 大輔
20Ｃ00023 田中 翔 20Ｃ00024 永田 英隆 20Ｃ00025 高尾 和博
20Ｃ00026 岸本 安史 20Ｃ00027 田中 寿哉 20Ｃ00031 谷中 裕

20Ｃ00033 谷口 善洋 20Ｃ00034 高橋 俊佑 20Ｃ00035 望月 貴司
20Ｄ00002 芦谷 俊裕 20Ｄ00003 白石 善興 20Ｄ00005 尾上 昌平
20Ｄ00006 日高 浩介 20Ｄ00007 岩元 大樹 20Ｄ00008 森口 大輔
20Ｅ00001 中村 昌司 20Ｅ00005 松井信二郎 20Ｆ00001 齊藤 正人
20Ｆ00002 渡部 茂 20Ｆ00003 岩谷 弘樹 20Ｆ00004 武井 敦
20Ｆ00005 澤畠 勝紀 20Ｆ00006 佐々木敏裕 20Ｆ00007 原田 淳一
20Ｆ00008 井戸川和夫 20Ｆ00009 島影 裕徳 20Ｆ00010 加藤 忠仁
20Ｆ00011 佐藤 信晴 20Ｆ00013 守屋 嘉則 20Ｆ00014 五十嵐 準
20Ｆ00017 比嘉 剛志 20Ｆ00019 田部井高志 20Ｆ00020 雪田 隼人
20Ｆ00021 籾山 優 20Ｆ00022 松田 孝司 20Ｆ00023 増井 伸一
20Ｆ00024 高橋 一悦 20Ｆ00025 松永 哲哉 20Ｆ00026 多田 恒博
20Ｆ00027 岩渕 克之 20Ｈ00001 及川 亮 20Ｈ00003 富沢 公明
20Ｈ00006 後藤 淳 20Ｊ00001 楠 清明 20Ｊ20001ＢＣ 寺尾 幸浩
20Ｋ00003 中川 純二 20Ｋ00004 川本 泰平 20Ｋ00006 巽 雅彦
20Ｋ00007 三村 秀行 20Ｌ00001 片上 雄介 20Ｍ00007 東 徹
20Ｍ00008 高田 英治 20Ｍ00009 水石 光紀 20Ｍ00011 岡崎 幸基
20Ｍ00012 尾Ä 健司 20Ｍ00017 曽田 康敬 20Ｍ00023 土田 嗣美
20Ｍ00024 川上 尚志 20Ｍ00025 井上 史章 20Ｍ00027 田中 亮
20Ｍ00028 坂本 克也 20Ｍ00029 小松 誠 20Ｍ00030 神徳 敬
20Ｍ00032 丸下 元治 20Ｍ20003ＤＥ 清水 浩平
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破産手続開始

次の破産事件について、以下のとおり破産手続

を開始した。破産財団に属する財産の所持者及び

破産者に対して債務を負担する者は、破産者にそ

の財産を交付し、又は弁済をしてはならない。

平成２１年（フ）第２２３９０号

東京都中央区日本橋堀留町２丁目６番２号

債務者 アイ・ディー・ネット株式会社

代表者代表取締役 池田 雅行

１ 決定年月日時 平成21年12月９日午後５時

２ 主文 債務者について破産手続を開始する。

３ 破産管財人 弁護士 守永真智子

４ 破産債権の届出期間 平成22年１月６日まで

５ 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴

取・計算報告の期日 平成22年３月12日午前10

時30分

東京地方裁判所民事第20部

平成２１年（フ）第２２４２１号
東京都墨田区墨田１丁目15番15号
債務者 有限会社サイトウメディカルジャパン
代表者代表取締役 齋藤 良雄
１ 決定年月日時 平成21年12月９日午後５時
２ 主文 債務者について破産手続を開始する。
３ 破産管財人 弁護士 田中 立
４ 破産債権の届出期間 平成22年１月６日まで
５ 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴
取・計算報告の期日 平成22年３月12日午後２
時30分

東京地方裁判所民事第20部
平成２１年（フ）第２０１４１号
東京都世田谷区奥沢３丁目32番17号
債務者 有限会社カインドワンビジネス
代表者取締役 太田 悦司
１ 決定年月日時 平成21年12月９日午後５時
２ 主文 債務者について破産手続を開始する。
３ 破産管財人 弁護士 笠原 健司
４ 破産債権の届出期間 平成22年１月６日まで
５ 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴
取・計算報告の期日 平成22年３月11日午前10

時
東京地方裁判所民事第20部›
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