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1 北海道 森川　康治 もりかわ　こうじ 鹿住工務店株式会社

2 青森 木村　英人 きむら　ひでと 齋勝建設株式会社

3 岩手 運萬　勝彦 うんまん　かつひこ 株式会社照甲組

4 宮城 甲斐　忠 かい　ただし 向井建設株式会社　東北支店

5 宮城 小池　英男 こいけ　ひでお 有限会社国見電設

6 宮城 金野　則之 こんの　のりゆき オリエンタル工業株式会社

7 宮城 角田　君夫 つのだ　きみお 株式会社森建業

8 宮城 針生　勝重 はりう　かつしげ 株式会社東北三恵

9 秋田 佐藤　和夫 さとう　かずお 株式会社高修興業

10 秋田 原田　宏輝 はらた　ひろき 三建塗装株式会社

11 山形 佐藤　安之 さとう　やすゆき 株式会社山口工務店

12 福島 田母神　吉典 たもかみ　よしのり 田母神建設株式会社

13 茨城 山本　徳司 やまもと　とくじ 鹿島重機機工株式会社

14 栃木 池澤　栄一 いけざわ　えいいち 株式会社町田建塗工業

15 栃木 佐藤　茂 さとう　しげる 岩澤建設株式会社

16 群馬 村山　和夫 むらやま　かずお 有限会社村山工務店

17 埼玉 秋葉　一臣 あきば　かずおみ 株式会社ＯＧＩＳＨＩ

18 埼玉 賀上　勝彦 かがみ　かつひこ 株式会社池田工業

19 埼玉 渋谷　和幸 しぶや　かずゆき 渋谷合資会社

20 埼玉 中村　隆 なかむら　たかし 株式会社すばる建設

21 千葉 岡本　健司 おかもと　けんじ 株式会社丸二工務店

22 千葉 丸山　功司 まるやま　こうじ 合同会社タヤグラ

23 東京 青木　光久 あおき　みつひさ 金子架設工業株式会社

24 東京 揚張　則行 あげはり　のりゆき 株式会社髙山工業

25 東京 五十嵐　昭博 いがらし　あきひろ 株式会社三協

26 東京 佐藤　英治 さとう　えいじ 矢島鉄筋工業株式会社

27 東京 新妻　和也 にいつま　かずや 練成工業株式会社

28 東京 吉原　学 よしはら　まなぶ 三幸工業株式会社

29 神奈川 大塚　宏幸 おおつか　ひろゆき 橋爪建設株式会社

30 神奈川 岸　敏行 きし　としゆき 株式会社ＭＡＥＫＯ

31 神奈川 渡辺　誠 わたなべ　まこと 株式会社ワタナベ建材

32 新潟 柄澤　憲昭 からさわ　のりあき 上越建設興業株式会社

33 新潟 野澤　雄大 のざわ　たけひろ 株式会社コイデン

34 富山 北川　実 きたがわ　みのる 有限会社吉塚工務店

35 富山 小林　尚生 こばやし　なおき 株式会社エフテック

36 富山 畠山　和晃 はたけやま　かずあき 朝野工業株式会社

37 福井 眞鍋　幸宏 まなべ　ゆきひろ 株式会社武田組

38 福井 安﨑　盛治 やすざき　せいじ 株式会社道端組
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39 山梨 降矢　充 ふりや　みつる 株式会社地場工務店

40 長野 鈴木　光一 すずき　こういち スワテック建設株式会社

41 長野 吉村　和彦 よしむら　かずひこ 高山電業株式会社

42 静岡 岩崎　達 いわさき　とおる 株式会社静岡西部建設

43 静岡 薗田　正明 そのだ　まさあき 大井建設株式会社

44 愛知 木村　俊也 きむら　しゅんや 美東建設株式会社　名古屋営業所

45 愛知 平野　年夫 ひらの　としお 株式会社伊藤組

46 三重 前山　範和 まえやま　のりかず 堀田建設株式会社

47 大阪 川岸　功 かわぎし　いさお 株式会社茂広組

48 大阪 岸本　英昭 きしもと　ひであき 成和工業株式会社

49 大阪 長澤　義則 ながさわ　よしのり 吉岡工業株式会社

50 兵庫 竹元　敬 たけもと　たかし 株式会社オカモト･コンストラクション･システム

51 兵庫 西川　尊信 にしかわ　たかのぶ 株式会社天神組

52 奈良 山本　次郎 やまもと　じろう 吉田電機商工株式会社

53 和歌山 土井　宏記 どい　ひろき 有限会社丸三商会

54 和歌山 山下　正文 やました　まさふみ 株式会社田所建設

55 鳥取 中島　徹 なかしま　とおる 有限会社浜本組

56 岡山 林　孝信 はやし　たかのぶ 協立土建株式会社

57 広島 陶山　和則 すやま　かずのり 株式会社ゼンヤ

58 広島 津々見　秀行 つつみ　ひでゆき 株式会社谷組

59 広島 山本　卓也 やまもと　たくや 有限会社ダイケン

60 徳島 横田　勝 よこた　まさる 有限会社立川組

61 香川 篠原　昌晃 しのはら　まさあき 大和建設工業株式会社

62 香川 三宅　領 みやけ　おさむ 大矢建設工業株式会社

63 高知 中井　義幸 なかい　よしゆき ワシオ工業株式会社

64 高知 益　恵一 ます　けいいち 昭栄設備工業株式会社

65 福岡 茅島　定義 かやしま　さだよし 大浜建設工業株式会社

66 福岡 堀島　勉 ほりしま　つとむ 株式会社ニチボー

67 佐賀 鶴田　健二 つるだ　けんじ 株式会社鶴松造園建設

68 佐賀 原　芳満 はら　よしみつ 株式会社原組

69 長崎 石橋　和義 いしばし　かずよし 株式会社星野組

70 長崎 髙倉　博之 たかくら　ひろゆき 株式会社長崎西部建設

71 大分 長尾　悟 ながお　さとる 株式会社めの建設

72 鹿児島 前原　武 まえはら　たけし 豊明建設株式会社

73 沖縄 金城　秀樹 きんじょう　ひでき 光電気工事株式会社

74 岩手 入澤　美紀子 いりさわ　みきこ 医療法人勝久会　介護老人保健施設松原苑

75 宮城 蛯名　貴幸 えびな　たかゆき トヨタ自動車東日本株式会社　宮城大和工場

76 宮城 岡本　則昭 おかもと　のりあき 株式会社トーキン

77 福島 橋本　真由美 はしもと　まゆみ 株式会社光警備保障
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78 茨城 岡本　和男 おかもと　かずお  エア・ウォーター株式会社　ケミカルカンパニー　生産・保安技術本部　鹿島工場

79 茨城 佐久間　弘行 さくま　ひろゆき 株式会社初見運輸倉庫　北利根事業所

80 茨城 真中　嗣夫 まなか　つぎお 関東鉄道株式会社

81 茨城 矢代　京一 やしろ　きょういち 日立化成株式会社　山崎事業所

82 栃木 亀沢　叙生 かめざわ　のぶお 株式会社小松製作所　栃木工場

83 栃木 近藤　利男 こんどう　としお 株式会社東光高岳　小山事業所

84 栃木 篠原　俊介 しのはら　しゅんすけ 三和テッキ株式会社　宇都宮事業所

85 栃木 外山　正明 とやま　まさあき 株式会社神戸製鋼所　真岡製造所

86 群馬 岡本　直人 おかもと　なおと 株式会社上備製作所　高崎工場

87 群馬 土谷　隆廣 つちや　たかひろ 吾妻森林組合

88 千葉 安倍　仁 あんばい　ひとし ＪＦＥスチール株式会社　東日本製鉄所（千葉地区）

89 千葉 坂口　浩 さかぐち　ひろし 千代田鉱砕株式会社　鷲野谷工場

90 千葉 千葉　邦弘 ちば　くにひろ ＪＦＥスチール株式会社　東日本製鉄所(千葉地区)

91 神奈川 一山　朋之 いちやま　ともゆき 株式会社デイ・シイ　川崎工場

92 神奈川 木俣　勝紀 きまた　かつのり 東芝エネルギーシステムズ株式会社　京浜事業所

93 神奈川 丹野　賢一 たんの　けんいち ＡＧＣ株式会社　京浜工場

94 新潟 品田　徹也 しなだ　てつや 株式会社リケンキャステック

95 富山 荒岡　秋二 あらおか　しゅうじ 協立アルミ株式会社　本社工場

96 福井 坪田　弘之 つぼた　ひろゆき 株式会社リコー　福井事業所

97 長野 石其　真一 いしぞの　しんいち 王子マテリア株式会社　松本工場

98 静岡 川村　睦 かわむら　むつみ 特種東海製紙株式会社　三島工場

99 静岡 原　丈久 はら　たけひさ セーフティガード株式会社

100 愛知 赤尾　静男 あかお　しずお 出光興産株式会社　愛知製油所

101 愛知 池之内　慎司 いけのうち　しんじ トヨタ紡織株式会社　猿投工場

102 愛知 石田　一治 いしだ　かずはる ＪＦＥスチール株式会社　知多製造所

103 愛知 市川　博紀 いちかわ　ひろのり 東レ株式会社　岡崎工場

104 愛知 伊東　嘉亮 いとう　よしあき 中部電力株式会社　電力ネットワークカンパニー　名古屋支社　旭名東営業所

105 愛知 河野　哲 かわの　あきら トヨタ自動車株式会社　貞宝工場

106 愛知 瀬口　孝治 せぐち　たかはる 愛知製鋼株式会社　知多工場

107 三重 坂口　浩一 さかぐち　こういち 横浜ゴム株式会社　三重工場

108 三重 平山　勝敏 ひらやま　かつとし ジャパン マリンユナイテッド株式会社　津事業所

109 三重 吉岡　万年 よしおか　かずとし ＤＭＧ森精機株式会社　伊賀事業所

110 滋賀 大辻　英和 おおつじ　ひでかず サンスター技研株式会社　滋賀工場

111 滋賀 立岡　基典 たつおか　もとのり ダイキン工業株式会社　滋賀製作所

112 大阪 芦田　孝 あしだ　たかし 住友化学株式会社　大阪工場

113 大阪 川副　裕司 かわぞえ　ゆうじ 有限会社南海ホームサービス

114 大阪 南　性信 みなみ　しょうじん 日澱化學株式会社

115 大阪 吉川　励 よしかわ　つとむ 阪神電気鉄道株式会社

116 兵庫 泉　俊光 いずみ　としみつ 三菱重工業株式会社　防衛・宇宙セグメント神戸地区
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117 兵庫 田邊　英男 たなべ　ひでお ダイハツ工業株式会社　多田エンジニアリングセンター

118 兵庫 野本　貴之 のもと　たかゆき 三菱電機株式会社　通信機製作所

119 兵庫 長谷川　和史 はせがわ　かずし レンゴー株式会社　尼崎工場

120 和歌山 池辺　幸雄 いけべ　ゆきお 株式会社総合車両製作所　和歌山事業所

121 岡山 池田　健一 いけだ　けんいち ＪＸＴＧエネルギー株式会社　水島製油所

122 岡山 植本　進 うえもと　すすむ 株式会社クラレ　岡山事業所

123 岡山 國米　吉則 こくまい　よしのり 株式会社コニック　岡山工場

124 岡山 中野　益美 なかの　ますみ 医療法人和香会　介護老人保健施設和光園

125 岡山 宮下　康弘 みやした　やすひろ 株式会社三井Ｅ＆Ｓマシナリー　玉野機械工場

126 岡山 宮田　幸浩 みやた　ゆきひろ 旭化成株式会社　製造統括本部  水島製造所

127 岡山 吉田　靖 よしだ　やすし 三菱自動車工業株式会社　水島製作所

128 広島 島本　弘生 しまもと　ひろいき 北川冷機株式会社　本社工場

129 広島 竹内　康夫 たけうち　やすお 株式会社ダイセル　大竹工場

130 広島 山本　徹 やまもと　とおる 株式会社ＩＨＩ　航空・宇宙・防衛事業領域　生産センター　呉第二工場

131 山口 山近　靖 やまちか　やすし 日新製鋼株式会社　周南製鋼所

132 香川 植松  雅彦 うえまつ　まさひこ 株式会社タダノエステック

133 福岡 廣重　公一 ひろしげ　こういち 株式会社ブリヂストン　北九州工場

134 佐賀 小池　幸一 こいけ　こういち 森鉄工株式会社

135 長崎 中尾　義博 なかお　よしひろ  九州電力株式会社　送配電カンパニー　長崎送配電統括センター

136 長崎 門田　学昭 もんだ　たかあき 三菱重工海洋鉄構株式会社

137 熊本 倉本　裕治 くらもと　ゆうじ 九州武蔵精密株式会社

138 熊本 松永　好生 まつなが　よしお 株式会社ＬＩＸＩＬ　有明工場

139 大分 首藤　雅也 しゅとう　まさや 鶴崎海陸運輸株式会社　新日鐵住金事業本部

140 大分 弦本　明人 つるもと　あきと 大分ケミカル株式会社　大分工場


