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会社名 会社名カナ 氏名 氏名（カナ）

1 城間　章秀 シロマ　アキヒデ

2 仲里　一也 ナカザト　カズヤ

3 小川　純司 オガワ　ジュンジ

4 塩士　秀尋 シオシ　ヒデヒロ

5 杉野　浩 スギノ　ヒロシ

6 埀石　修 タルイシ　オサム

7 寺田　昌光 テラダ　マサミツ

8 西田　陵生 ニシダ　タカオ

9 根本　拓 ネモト　タク

10 細越　武男 ホソコシ　タケオ

11 三上　穣史 ミカミ　ジョウジ

12 遊佐　伸一 ユサ　シンイチ

13 遠藤　富男 エンドウ　フジオ

14 遠藤　誠 エンドウ　マコト

15 佐々木　愼一 ササキ　シンイチ

16 皆川　廣 ミナガワ　ヒロシ

17 木下　利人 キノシタ　トシヒト

18 鈴木　浩幸 スズキ　ヒロユキ

19 石田　易 イシダ　ヤスシ

20 新宅　仁 シンタク　ヒトシ

21 春日基礎(株) カスガキソ 齋藤　貢司 サイトウ　コウジ

22 カセツ工機(株) カセツコウキ ニシダ　コウジ

23 (有)喜藤組 キトウグミ 洲鎌　広和 スガマ　ヒロカズ

24 三浦　栄市 ミウラ　エイイチ

25 守　清太郎 モリ　セイタロウ

26 東江　仁志 アガリエ　ヒトシ

27 楳田　晃正 ウメダ　テルマサ

28 川名　周 カワナ　シュウ

29 金城　和也 キンジョウ　カズヤ

30 砂川　和人 スナガワ　カズト

31 工藤工業(株) クドウコウギョウ 上原　正充 ウエハラ　マサミツ

32 氏家　信雄 ウジイエ　ノブオ

33 氏家　信子 ウジイエ　ノブコ

34 上江洲　浩 ウエズ　ヒロシ

35 坂下　健三 サカシタ　ケンゾウ

36 中島　宏昌 ナカシマ　ヒロマサ

37 (株)江機 コウキ 高原　透 タカハラ　トオル

38 岩井　直仁 イワイ　ナオヒト

39 浜口　清一 ハマグチ　セイイチ

40 山本　秀人 ヤマモト　ヒデト

アガリザキコウギョウ

イトウコウギョウ(株)伊藤工業

(株)東崎興業

(株)遠藤工業 エンドウコウギョウ

大西基礎工業(株) オオニシキソコウギョウ

(有)共和興業 キョウワコウギョウ

金城重機(株) キンジョウジュウキ

(株)オムテック オムテック

興栄建設(株) コウエイケンセツ

(株)河野組 コウノグミ

光基(株) コウキ
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41 (株)光陽 コウヨウ 一條　哲也 イチジョウ　テツヤ

42 桶川　幹雄 オケガワ　ミキオ

43 千葉　一雅 チバ　カズマサ

44 塚本　順一 ツカモト　ジュンイチ

45 本多　誠市 ホンダ　セイイチ

46 光常　誠一郎 ミツツネ　セイイチロウ

47 光常　弘 ミツツネ　ヒロシ

48 ヤマシタ　シズオ

49 伊藤　信之 イトウ　ノブユキ

50 坂口　次男 サカグチ　ツギオ

51 佐藤　義孝 サトウ　ヨシタカ

52 久安　至 ヒサヤス　イタル

53 松井　英明 マツイ　ヒデアキ

54 櫻谷　正幸 サクラヤ　マサユキ

55 ツカノ　ツヨシ

56 浅田　重男 アサダ　シゲオ

57 佐々木　康行 ササキ　ヤスユキ

58 中川　隆弘 ナカガワ　タカヒロ

59 島田基礎工業(株) シマダキソコウギョウ 佐久間　治 サクマ　オサム

60 城輝産業(株) シロキサンギョウ 志摩　宏嗣 シマ　ヒロツグ

61 黒岩　弘和 クロイワ　ヒロカズ

62 﨑　元 サキ　ハジメ

63 角　洋幸 スミ　ヒロユキ

64 平良　洋之 タイラ　ヒロユキ

65 谷　清昭 タニ　セイショウ

66 谷山　満 タニヤマ　ミチル

67 平山　寛房 ヒラヤマ　ヒロフサ

68 山内　建二 ヤマウチ　ケンジ

69 杉崎基礎(株) スギサキキソ 佐藤　邦彦 サトウ　クニヒコ

70 神田　和一 カンダ　カズイチ

71 花元　繁三郎 ハナモト　シゲサブロウ

72 藤原　豪 フジワラ　ゴウ

73 無敵　伸一 ムテキ　シンイチ

74 相原　功 アイハラ　イサオ

75 北野　修嗣 キタノ　シュウジ

76 北脇　修 キタワキ　オサム

77 関本　竜二 セキモト　リュウジ

78 鳴海　毅彦 ナルミ　タケヒコ

79 西沢　政輝 ニシザワ　マサキ

80 (株)ソーワ ソーワ 沖田　卓也 オキタ　タクヤ

(株)櫻谷 サクラヤ

(株)塩見組 シオミグミ

光洋重機建設(株) コウヨウジュウキケンセツ

(株)郡産業 コオリサンギョウ

(株)進明技興 シンメイギコウ

関本工業(株) セキモトコウギョウ

住吉運輸（株） スミヨシウンユ
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81 安藤　秀樹 アンドウ　ヒデキ

82 小川　満寛 オガワ　ミチヒロ

83 菅野　浩司 カンノ　コウジ

84 北村　靖司 キタムラ　ヤスシ

85 佐藤　勉 サトウ　ツトム

86 鈴木　勉 スズキ　ツトム

87 長竹　聖幸 ナガタケ　キヨユキ

88 濱本　康昭 ハマモト　ヤスアキ

89 第一建設機工(株) ダイイチケンセツキコウ 椎野　雅司 シイノ　マサシ

90 (株)第一工業 ダイイチコウギョウ 片岡　正史 カタオカ　マサシ

91 謝名堂　満 ジャナドウ　ミチル

92 瀬長　忠 セナガ　タダシ

93 仲田　茂正 ナカダ　シゲマサ

94 東恩納　健 ヒガシオンナ　ケン

95 宮平　佳英 ミヤヒラ　ヨシヒデ

96 大峰　勝吾 オオミネ　ショウゴ

97 古賀　誠 コガ　マコト

98 竹下　智也 タケシタ　トモヤ

99 若松　日出男 ワカマツ　ヒデオ

100 小野寺　俊悦 オノデラ　シュンエツ

101 佐藤　祐司 サトウ　ユウジ

102 菅原　敦志 スガワラ　アツシ

103 長谷川　健二 ハセガワ　ケンジ

104 菅野　慎樹 カンノ　シンジ

105 木村　広之 キムラ　ヒロユキ

106 里城　義武 サトシロ　ヨシタケ

107 比嘉　慎也 ヒガ　シンヤ

108 桂　慎一 カツラ　シンイチ

109 齋藤　哲平 サイトウ　テッペイ

110 上野　慎介 ウエノ　シンスケ

111 吉田　聡 ヨシダ　サトシ

112 金子　浩光 カネコ　ヒロミツ

113 田宮　優輔 タミヤ　ユウスケ

114 堤　洋平 ツツミ　ヨウヘイ

115 小坂　武彦 コサカ　タケヒコ

116 飛島　春美 トビシマ　ハルミ

117 (株)徳重 トクジュウ 松田　昌樹 マツダ　マサキ

118 大輪　昱夫 オオワ　イクオ

119 中釜　太樹 ナカガマ　タイキ

120 長谷川　貴志 ハセガワ　タカシ

(株)大興鋼業 タイコウコウギョウ

(株)第一基礎 ダイイチキソ

(株)竹下組 タケシタグミ

(株)谷内機械 タニウチキカイ

千代田工営(株) チヨダコウエイ

洞海土木(株) ドウカイドボク

トウメイ(株)東名

(株)ドウワ ドウワ

道東基礎工業(株) ドウトウキソコウギョウ

(有)トラスト トラスト



基幹技能者一覧表（2014年8月現在） 4／6ページ

会社名 会社名カナ 氏名 氏名（カナ）

121 伊藤　臣 イトウ　シン

122 三原　幹夫 ミハラ　ミキオ

123 (株)永井組 ナガイグミ 伊賀　賢仁 イガ　タカヒト

124 岩野　三男 イワノ　ミツオ

125 小山内　大樹 オサナイ　タイキ

126 近藤　豪男 コンドウ　タカオ

127 藤牧　敏雄 フジマキ　トシオ

128 小池　龍兒 コイケ　リュウジ

129 齊藤　博行 サイトウ　ヒロユキ

130 大峠　勝利 オオトウゲ　カツトシ

131 中畑　康一 ナカハタ　コウイチ

132 竹部　隆 タケベ　タカシ

133 山下　久 ヤマシタ　ヒサシ

134 ノザキ建工(株) ノザキケンコウ 佐藤　政陽 サトウ　マサハル

135 (株)ハヤブサ ハヤブサ 佐々木　實 ササキ　ミノル

136 岩木　義幸 イワキ　ヨシユキ

137 河野　利昭 カワノ　トシアキ

138 元川　剛藏 モトカワ　コウゾウ

139 富士重機工事(株) フジジュウキコウジ 大谷　信仁 オオタニ　ノブヒト

140 平成建設(株) ヘイセイケンセツ 入田里　豊正 イリタサト　トヨマサ

141 香西　浩充 コウサイ　ヒロミチ

142 毎熊　潤 マイグマ　ジュン

143 礒田　貞治 イソダ　サダハル

144 礒田　秀雄 イソダ　ヒデオ

145 小野塚　真 オノヅカ　マコト

146 田中　伸治 タナカ　シンジ

147 澤田　竜雄 サワダ　タツオ

148 鈴木　勝芳 スズキ　カツヨシ

149 堀江工業(株) ホリエコウギョウ 佐藤　貴行 サトウ　タカユキ

150 (有)前田組 マエダグミ 坂本　宏 サカモト　ヒロシ

151 大城　肇 オオシロ　ハジメ

152 神谷　政弘 カミヤ　マサヒロ

153 伊藤　高志 イトウ　タカシ

154 下岡　克己 シモオカ　カツミ

155 竹山　健一郎 タケヤマ　ケンイチロウ

156 富重　孝之 トミシゲ　タカシ

(株)中川船舶 ナカガワセンパク

西村工業(株) ニシムラコウギョウ

内藤鉄工(株) ナイトウテッコウ

日誠工業(株) ニッセイコウギョウ

日本ベース(株) ニホンベース

(株)広島組 ヒロシマグミ

平和建設興業(株) ヘイワケンセツコウギョウ

北海道基礎工業(株) ホッカイドウキソコウギョウ

(有)前西開発 マエニシカイハツ

ポーター製造(株) ポーターセイゾウ

松村建設(株) マツムラケンセツ
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157 五十嵐　康朗 イガラシ　ヤスオ

158 池田　俊明 イケダ　トシアキ

159 小田切　和裕 オダギリ　カズヒロ

160 上明戸　智行 カミアキト　トモユキ

161 工藤　仁 クドウ　ヒトシ

162 中野渡　勝重 ナカノワタリ　カツシゲ

163 二ツ森　渉 フタツモリ　ワタル

164 三浦　康之 ミウラ　ヤスユキ

165 奧山　勝 オクヤマ　マサル

166 畠山　宏 ハタケヤマ　ヒロシ

167 早川　洋貴 ハヤカワ　ヒロキ

168 宮本　俊弘 ミヤモト　トシヒロ

169 荒川　誠 アラカワ　マコト

170 及川　光昭 オイカワ　ミツアキ

171 川口　義之 カワグチ　ヨシユキ

172 工藤　等 クドウ　ヒトシ

173 雲野　高晴 クモノ　タカハル

174 佐々木　竜也 ササキ　タツヤ

175 白井　俊介 シライ　シュンスケ

176 泉水　哲也 センスイ　テツヤ

177 髙橋　正二 タカハシ　ショウジ

178 谷　浩章 タニ　ヒロアキ

179 土居　浩之 ドイ　ヒロユキ

180 行方　寛 ナメカタ　ヒロシ

181 野邊　和浩 ノベ　カズヒロ

182 山崎　政隆 ヤマザキ　マサタカ

183 (株)丸徳基業 マルトクキギョウ 永井　靖人 ナガイ　ヤスヒト

184 伊波　健 イハ　タケシ

185 上江洲　安信 ウエズ　ヤスノブ

186 比嘉　勉 ヒガ　ツトム

187 比嘉　俊浩 ヒガ　トシヒロ

188 藤岡　博文 フジオカ　ヒロフミ

189 宮城　和治 ミヤギ　カズジ

190 奥平　実 オクヒラ　ミノル

191 髙嶺　敦 タカミネ　アツシ

192 伊藤　敏信 イトウ　トシノブ

193 橘　裕介 タチバナ　ユウスケ

194 松永　幸雄 マツナガ　ユキオ

195 吉原　一博 ヨシハラ　カズヒロ

196 渡邊　淳禎 ワタナベ　アツヨシ

(株)丸清基礎工業 マルセイキソコウギョウ

丸井重機建設(株) マルイジュウキケンセツ

丸泰土木(株) マルタイドボク

(資)丸正重機 マルマサジュウキ

(株)丸浩重機工業 マルヒロジュウキコウギョウ

ミツワ興業(株) ミツワコウギョウ
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197 大城　直 オオシロ　スナオ

198 金城　清文 キンジョウ　セイブン

199 呉屋　常治 ゴヤ　ツネハル

200 宮里　修 ミヤザト　オサム

201 宮里　誠 ミヤザト　マコト

202 相澤　伸美 アイザワ　ノブヨシ

203 清水　秀樹 シミズ　ヒデキ

204 長谷川　次男 ハセガワ　ツグオ

205 平池　典大 ヒライケ　ノリヒロ

206 睦田　健二 ムツダ　ケンジ

207 山本　勲生 ヤマモト　イサオ

208 照﨑　琢磨 テルサキ　タクマ

209 西村　有司 ニシムラ　ユウジ

210 林田　裕治 ハヤシダ　ユウジ

211 ロア・ハウジング(株) ロアハウジング 山田　悦二 ヤマダ　エツジ

吉野建設(株) ヨシノケンセツ

(株)村上組 ムラカミグミ

雅重機(株) ミヤビジュウキ

(有)宮一建設工業 ミヤイチケンセツコウギョウ


