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※順不同、敬称略

No. 氏名 所属事業場名 都道府県名

1 中島　義明 株式会社小鍛冶組 北海道

2 蒔苗　博光 株式会社村上組 青森県

3 大畠　正太郎 株式会社ＴＥＲＵＩ 岩手県

4 赤石　威賴 南建設株式会社 岩手県

5 齋藤　洋 株式会社櫻下塗装工業 宮城県

6 千田　英明 クレア工業株式会社 宮城県

7 寒河江　康一 株式会社藤島建設 山形県

8 金成　一友 藤田建設工業株式会社 福島県

9 小出　隆 光洋建設株式会社 栃木県

10 深沢　洋 株式会社山藤組 群馬県

11 弓田　勇 関水電業株式会社 群馬県

12 大野　健司 株式会社加藤建設工業 埼玉県

13 曽田　慎一郎 株式会社奉建社 埼玉県

14 山中　裕一 浅岡建設株式会社 千葉県

15 岩瀬　貴久 株式会社山下工業所 東京都

16 大野　靖二 森建設株式会社 東京都

17 大森　強 株式会社ＹＧ 東京都

18 佐藤　孝仁 株式会社横内工業　　 東京都

19 岸谷　義巳 株式会社ケンリョ― 神奈川県

20 長谷川　伸一 株式会社本間工務店 神奈川県

21 石丸　裕也 大谷総業株式会社 神奈川県

22 飯塚　覚 株式会社元店建設 新潟県

23 山田　誠 株式会社小林工業所 新潟県

24 細川　浩永 アルカスコーポレーション株式会社 富山県

25 飯田　和弥 株式会社冨士土建 福井県

26 樽見　秀男 成豊建設株式会社　　 山梨県

27 湯本　博司 須坂土建工業株式会社 長野県

28 天野　忍 株式会社芳和建設工業 静岡県

29 池田　圭悟 有限会社小口工務店 静岡県

30 大畑　和之 株式会社白鳥建設 静岡県

31 斉藤　浩輔 株式会社グロージオ 静岡県

32 増田　浩志 株式会社巽企業 静岡県

33 尾﨑　秀行 株式会社伊藤工業 愛知県

34 酒井　誠志 中日建設株式会社 愛知県

35 髙橋　裕司 窪田エンジニアズ株式会社 愛知県

36 井上　雅行 有限会社出馬重機 三重県

37 西　和信 株式会社きんでん　大阪支社 大阪府

38 安留　猛 株式会社安留組 大阪府

39 永安　信幸 株式会社永安組 兵庫県
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40 野田　龍二 髙山建設株式会社 兵庫県

41 廣橋　隆司 檜尾建設株式会社 奈良県

42 森長　巧 株式会社井木組 鳥取県

43 魚井　聖一 株式会社山都屋 岡山県

44 岡田　光了 株式会社吉原塗装店 岡山県

45 新山　進 株式会社中央設備 岡山県

46 奥本　博之 株式会社藤谷 広島県

47 福田　美樹 株式会社内田興業 山口県

48 西田　卓也 株式会社松本建設 徳島県

49 杉本　昌寛 吉岡建設株式会社　椛川ダム本体建設工事作業所 香川県

50 山本　謙吾 株式会社エスケイ電業 香川県

51 若林　裕之 城北建設株式会社 香川県

52 平井　智宏 株式会社下川組 福岡県

53 赤坂　芳隆 株式会社山﨑建設 佐賀県

54 中尾　誠 大起建設株式会社 長崎県

55 都甲　徹和 有限会社寿開発 大分県

56 長野　伸 岩﨑工業株式会社 大分県

57 新里　拓也 比嘉工業株式会社 沖縄県

58 安藤　誠真 太平洋セメント株式会社　上磯工場 北海道

59 竹村　ゆかり 株式会社テックサプライ 北海道

60 荒木　由行 太平洋セメント株式会社　大船渡工場 岩手県

61 杉山　裕 トヨタ自動車東日本株式会社　宮城大和工場 宮城県

62 青柳　実 レンゴー株式会社　利根川事業所製紙工場 茨城県

63 中曽根　譲 昭和電工株式会社　小山事業所　 栃木県

64 磯　雄三郎 株式会社デンソーテン　小山製作所 栃木県

65 長谷川　浩史 日本サーファクタント工業株式会社　宇都宮事業所 栃木県

66 飯塚　恵太 株式会社山田製作所　 群馬県

67 横田　健一 株式会社秩父商会 千葉県

68 近江　広克 株式会社東亜オイル興業所 千葉県

69 髙橋　政明 ＪＳＲ株式会社　千葉工場 千葉県

70 佐々木　尚之 介護老人保健施設東京ばんなん白光園 東京都

71 古瀬　孝幸 株式会社トヨタエンタプライズ　東京警備部 東京都

72 玉井　成芳 江ノ島電鉄株式会社 神奈川県

73 野村　佳生 三菱ケミカルハイテクニカ株式会社　小田原テクノセンター 神奈川県

74 小野　英樹 日本発条株式会社　横浜事業所 神奈川県

75 山本　豊 朝日酒造株式会社 新潟県

76 大井　賢二 中越パルプ工業株式会社　高岡工場 富山県

77 尾矢　昭一 三協立山株式会社　三協アルミ社氷見工場 富山県

78 古市　豊 東亞合成株式会社　高岡工場 富山県

79 細井　利和 信越フィルム株式会社 福井県
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80 石橋　政範 信越半導体株式会社　武生工場 福井県

81 宮﨑　勇治 松本倉庫株式会社　流通団地配送センター 長野県

82 坂本　浩 中部電力パワーグリッド株式会社　大垣営業所 岐阜県

83 福田　龍也 株式会社アマダ 静岡県

84 稲葉　正和 静岡鉄道株式会社　鉄道部　施設車両管理所 静岡県

85 馬場　茂 株式会社ブリヂストン　磐田工場 静岡県

86 村田　孝雄 近藤産興株式会社　東海機材センター 愛知県

87 熊澤　嘉浩 三井化学株式会社　名古屋工場 愛知県

88 篠原　哲人 東レ株式会社　東海工場 愛知県

89 市原　孝則 トヨタ自動車　堤工場 愛知県

90 奥谷　敏明 株式会社デンソー　阿久比製作所 愛知県

91 秋山　豊 ＪＦＥスチール株式会社　知多製造所 愛知県

92 伊藤　信悟 トヨタ紡織株式会社　大口工場 愛知県

93 佐藤　和樹 富士電機株式会社食品流通事業本部　三重工場 三重県

94 岩瀬　晃 Ｉ・Ｔ・Ｏ株式会社　滋賀工場 滋賀県

95 川﨑　圭一郎 パナソニック株式会社　ハウジングシステム事業部　米原工場 滋賀県

96 熊本　康之 バンドー化学株式会社　南海工場 大阪府

97 深田　浩二 ダイハツ工業株式会社　池１技術部門 大阪府

98 山田　孝義 合同製鐵株式会社　大阪製造所 大阪府

99 渡邉　宏次 ダイキン工業株式会社　堺製作所 大阪府

100 中村　聡 日立造船株式会社　築港工場 大阪府

101 中山　孝行 住化カラー株式会社　大阪工場 兵庫県

102 朝田　　寿士 関西電力送配電株式会社 兵庫県

103 小倉　文博 エア・ウォーター株式会社　ケミカルカンパニー和歌山工場 和歌山県

104 弓倉　守一 株式会社 梶原土建　リサイクルセンター 和歌山県

105 大森　紀夫 医療法人養和会　　介護老人保健施設仁風荘 鳥取県

106 高橋　恵二 株式会社クラレ　鶴海事業所 岡山県

107 黒住　哲一 ローム・ワコー株式会社 岡山県

108 京樂　淳一 ＪＦＥ物流株式会社　西日本事業所 広島県

109 髙田　武志 東洋炭素株式会社　詫間事業所 香川県

110 近藤　記一 丸住製紙株式会社　川之江工場 愛媛県

111 田口　善晴 森鉄工株式会社 佐賀県

112 髙島　敏明 株式会社ブリヂストン　佐賀工場 佐賀県

113 松尾　誠 三菱重工業株式会社　防衛・宇宙セグメント　長崎地区 長崎県


