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1 北海道 河江　昇 かわえ　のぼる 本間塗装株式会社

2 北海道 武田　政雄 たけだ　まさお 山本電工株式会社

3 青森 稲葉　孝純 いなば　たかよし 株式会社藤本建設

4 岩手 髙橋　光晴 たかはし　みつはる 岩舘電気株式会社

5 岩手 谷口　純也 たにぐち　じゅんや 刈屋建設株式会社

6 宮城 小山　徹 おやま　とおる 株式会社アトマックス

7 宮城 白鳥　鉄男 しらとり　てつお 株式会社松居組

8 宮城 田村　正一 たむら　まさかず 株式会社佐々木鉄工所

9 秋田 高橋　伸 たかはし　しん 秋田瀝青建設株式会社

10 山形 板垣　正洋 いたがき　まさひろ 株式会社矢萩土建

11 福島 酒井　吾郎 さかい　ごろう 水谷工業株式会社

12 福島 塩入　浩明 しおにゅう　ひろあき 株式会社渡部工務所

13 福島 根本　政博 ねもと　まさひろ 石橋建設工業株式会社

14 茨城 吉田　昌則 よしだ　まさのり 株式会社根子左

15 栃木 鈴木　龍朗 すずき　たつろう 株式会社山田組

16 群馬 木暮　拓矢 こぐれ　たくや 株式会社木暮塗装

17 群馬 山口　晴男 やまぐち　はるお 株式会社志村工業

18 埼玉 黒﨑　正起 くろさき　まさおき 株式会社戸美田組

19 埼玉 堀　大輔 ほり　だいすけ 株式会社奉建社

20 千葉 青山　憲人 あおやま　のりひと 株式会社内田工務店

21 千葉 川島　和夫 かわしま　かずお 株式会社鈴木工務店

22 千葉 澤田　隆憲 さわだ　たかのり 東陽工業株式会社

23 東京 岸　宏幸 きし　ひろゆき 南武株式会社

24 東京 塩田　直也 しおだ　なおや 株式会社守屋工業所

25 東京 杉浦　潤 すぎうら　じゅん 株式会社松村組

26 東京 永藤　真司 ながふじ　しんじ 株式会社矢竹鉄筋工業

27 東京 新井田　広輝 にいだ　こうき 誠宏産業株式会社

28 東京 廣木　健太郎 ひろき　けんたろう 大崎建設株式会社

29 東京 松川　幸一 まつかわ　こういち 有限会社エムズ・マツ

30 神奈川 滝澤　康仁 たきざわ　やすひと 有限会社滝澤工業

31 神奈川 平澤　学 ひらさわ　さとる 有限会社青木工業

32 新潟 青木　千恵 あおき　ちえ 株式会社カネカ建設

33 新潟 小柳　幸秀 おやなぎ　ゆきひで 株式会社堀内組

34 新潟 平澤　幸保 ひらさわ　ゆきやす 伊米ヶ崎建設株式会社

35 富山 井下　義信 いした　よしのぶ 株式会社干場建設

36 石川 柴田　洋司 しばた　ひろし 株式会社豊蔵組

37 福井 井上　雅弘 いのうえ　まさひろ 轟建設株式会社

38 福井 田邉　喜代志 たなべ　きよし 株式会社ミズエ
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39 山梨 功刀　健 くぬぎ　けん 有限会社功刀板金工業

40 長野 倉根　圭一 くらね　けいいち 株式会社宮下組

41 静岡 荒川　泰一 あらかわ　たいいち 株式会社井出組

42 静岡 小松　弘文 こまつ　ひろふみ 株式会社薩川組

43 愛知 仲　俊明 なか　としあき 鴻明建設株式会社

44 愛知 名取　義雅 なとり　よしまさ 中日建設株式会社

45 愛知 村瀬　健一 むらせ　けんいち 協新企業株式会社

46 京都 森田　稔 もりた　みのる 株式会社中川工業所

47 大阪 五嶋　宗徳 ごとう　むねのり 壺山建設株式会社

48 大阪 坂井　利彦 さかい　としひこ 山岡建設株式会社

49 兵庫 新谷　隆司 しんたに　たかし 株式会社坪谷組

50 兵庫 光山　栄夫 みつやま　しげお 住友林業ホームエンジニアリング株式会社　京阪神事業所

51 奈良 丸野　裕史 まるの　ひろし 株式会社木村組

52 和歌山 東　義男 ひがし　よしお 有限会社鎌田鉄筋工業

53 鳥取 柴田　謹吾 しばた　きんご 有限会社福岡組

54 岡山 河島　武志 かわしま　たけし ダイマル工業株式会社

55 岡山 田邊　一成 たなべ　かずなり 株式会社原田瓦斯圧接工業

56 岡山 南雲　弘海 なぐも　ひろみ ニシマフォーミング株式会社

57 広島 赤松　辰昭 あかまつ　たつあき 有限会社智貴工業

58 広島 亀井　直樹 かめい　なおき 株式会社坂本工業

59 広島 瀬川　賢二 せがわ　けんじ 株式会社八紘

60 山口 松本　茂 まつもと　しげる 勝井建設株式会社

61 香川 松浦　伸二 まつうら　しんじ エヌケー建設株式会社

62 高知 西原　厚博 にしはら　あつひろ 株式会社庭園センター

63 佐賀 鮎川　修 あゆかわ　おさむ 野田建設株式会社

64 長崎 髙野　政敏 たかの　まさとし 株式会社三基

65 大分 安部　増夫 あべ　ますお 株式会社佐藤塗工

66 大分 林　和生 はやし　かずお 株式会社児玉組

67 宮崎 佐藤　孝志 さとう　たかし 株式会社興梠建設

68 鹿児島 河口　満 かわぐち　みつる 株式会社東野添建設

69 沖縄 上江洲　尚 うえず　ひさし 三協電気工事株式会社

70 北海道 比企　仁 ひき　ひとし 株式会社弘盛電工

71 岩手 佐藤　信之 さとう　のぶゆき 北上製紙株式会社　一関工場

72 福島 谷口　裕子 たにぐち　ゆうこ
医療法人生愛会附属介護老人保健施設
生愛会ナーシングケアセンター

73 茨城 大川　恵一 おおかわ　けいいち 旭硝子株式会社　鹿島工場

74 栃木 佐藤　勝美 さとう　かつみ キヤノン株式会社　宇都宮光学機器事業所

75 栃木 森井　章 もりい　あきら 昭和電工株式会社　小山事業所

76 群馬 尾池　賢 おいけ　まさる 株式会社東葉電機製作所

77 群馬 齋藤　修 さいとう　おさむ 日本精工株式会社　ステアリング技術センター
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78 千葉 菅井　豊 すがい　ゆたか JFEスチール株式会社　東日本製鉄所（千葉地区）

79 千葉 宮窪　栄三 みやくぼ　えいぞう 濱田重工株式会社　君津支店

80 東京 安藤　幸生 あんどう　ゆきお
株式会社明電舎　プラント建設本部
東京都下水道局　新河岸水再生センター作業所

81 東京 太田　清美 おおた　きよみ 株式会社神奈川足場

82 東京 田口　勉 たぐち　つとむ 高栄警備保障株式会社

83 東京 渡辺　邦男 わたなべ　くにお 太成倉庫株式会社　関屋営業所

84 神奈川 秋山　新二 あきやま　しんじ 日本リライアンス株式会社

85 神奈川 河西　和美 かわにし　かずみ 株式会社オーテックジャパン

86 神奈川 露木　直人 つゆき　なおと 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

87 神奈川 森　邦康 もり　くにやす 株式会社荏原製作所　藤沢事業所

88 神奈川 山本　昌広 やまもと　まさひろ ジャパンマリンユナイテッド株式会社　横浜事業所

89 新潟 渡邉　厚志 わたなべ　あつし 株式会社クラレ　新潟事業所

90 新潟 渡邉　和也 わたなべ　かずや 株式会社コロナ　三条工場

91 富山 粟田　稔一 あわた　としかず 東亞合成株式会社　高岡工場

92 富山 東山　正子 ひがしやま　まさこ YKK株式会社　黒部事業所

93 福井 坂井　謙二 さかい　けんじ 株式会社エイチアンドエフ

94 福井 竹内　利弘 たけうち　としひろ アイシン・エィ・ダブリュ工業株式会社

95 福井 廣瀬　なみよ ひろせ　なみよ 北伸電機株式会社

96 長野 牛山　則夫 うしやま　のりお NTN株式会社　長野製作所

97 岐阜 髙井　功治 たかい　こうじ KYBモーターサイクルサスペンション株式会社

98 静岡 石井　正寿 いしい　まさとし 東レ株式会社　三島工場

99 静岡 星野　雅人 ほしの　まさと トヨタ自動車東日本株式会社　須山工場

100 愛知 奥田　一男 おくだ　かずお 株式会社モリオメンテナンス

101 愛知 北村　達夫 きたむら　たつお 株式会社ＩＨＩ　愛知工場

102 愛知 此島　明吏 このしま　めいり トヨタ紡織株式会社　猿投工場

103 愛知 清水　英二 しみず　えいじ 村田機械株式会社　犬山事業所

104 愛知 鈴木　満 すずき　みつる 株式会社セイビ名古屋支店

105 愛知 都築　俊介 つづき　しゅんすけ グローブシップ株式会社　名古屋支店

106 愛知 難波　正弘 なんば　まさひろ トヨタ自動車株式会社　三好工場

107 愛知 宮木　孝光 みやき　たかみつ 愛知製鋼株式会社　鍛造工場

108 愛知 村本　光一 むらもと　こういち ハマプロト株式会社

109 三重 秋野　卓哉 あきの　たくや DMG森精機株式会社　伊賀事業所

110 三重 伊藤　協一 いとう　きょういち 株式会社神戸製鋼所　大安工場

111 滋賀 執行　健二 しぎょう　けんじ 長浜キヤノン株式会社

112 滋賀 八木　努 やぎ　つとむ ＴＢカワシマ株式会社

113 京都 岩槻　真範 いわつき　まさのり 日新電機株式会社　システム装置事業部

114 大阪 川田　芳和 かわた　よしかず 阪神電気鉄道株式会社

115 大阪 佐竹　光出 さたけ　みついで
関西電力株式会社　岸和田ネットワーク技術センター　りんくう
技術サービスセンター

116 大阪 島中　学 しまなか　まなぶ アルインコ株式会社
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117 大阪 泰　正男 たい　まさお 株式会社ササクラ　製造部　竹島工場

118 大阪 西口　将司 にしぐち　まさし 株式会社榮光社

119 大阪 若木　武志 わかき　たけし 日新製鋼株式会社　大阪製造所

120 兵庫 伊藤　幸夫 いとう　ゆきお ダイハツ工業株式会社　多田エンジニアリングセンター

121 兵庫 福島　秀明 ふくしま　ひであき 合同製鐵株式会社　姫路製造所

122 和歌山 松島　由典 まつしま　よしのり 日鉄住金物流株式会社　和歌山支店

123 鳥取 中村　行康 なかむら　ゆきやす 鳥取部品株式会社

124 岡山 應本　伸明 おおもと　のぶあき 株式会社クラレ　倉敷事業所

125 広島 貝森　義晴 かいもり　よしはる 中国電力株式会社　送配電カンパニー　広島北営業所

126 広島 西塔　敦 さいとう　あつし 株式会社こっこー　呉工場 呉リサイクルセンター

127 広島 三島　浩明 みしま　ひろあき アロン化成株式会社　尾道工場

128 広島 森山　由香 もりやま　ゆか 社会福祉法人三篠会　介護老人保健施設ひうな荘

129 広島 吉岡　信明 よしおか　のぶあき トーヨーエイテック株式会社

130 山口 田中　一宏 たなか　かずひろ 東ソー株式会社　南陽事業所

131 香川 合田　元則 ごうだ　もとのり 株式会社四電工

132 香川 森川　善昭 もりかわ　よしあき 三菱マテリアル株式会社　直島製錬所

133 愛媛 今井　弘和 いまい　ひろかず 丸住製紙株式会社　川之江工場

134 愛媛 加納　厚二 かのう　こうじ コスモ松山石油株式会社　松山工場

135 愛媛 白石　幸教 しらいし　ゆきのり ルネサス セミコンダクタ マニュファクチュアリング株式会社　西条工場

136 福岡 小林　和幸 こばやし　かずゆき 日鉄住金鋼構造株式会社

137 福岡 日南休　正典 ひなやすみ　まさのり 山九株式会社　北九州支店　物流グループ

138 長崎 岡本　利則 おかもと　としのり 株式会社長崎西部建設

139 長崎 安河内　誠 やすこうち　まこと ハウステンボス熱供給株式会社

140 熊本 山本　知幸 やまもと　ともゆき 日立造船株式会社　有明工場

141 大分 河津　博文 かわづ　ひろふみ 大洋興業株式会社　大分支店


