
番号 氏名 勤務先名 勤府県

2759 鶴田　重昭 ボンドエンジニアリング㈱ 福岡県

2760 松本　光央 ボンドエンジニアリング㈱ 福岡県

2761 入星　範一 ボンドエンジニアリング㈱ 福岡県

2762 上西　賢仁郎 ㈱コンステック 愛媛県

2763 渡部　 厚 安藤工事㈱ 福岡県

2764 秋山　裕一朗 長岡鉄筋コンクリート㈱　 東京都

2765 鈴木　大介 ㈱大阪防水建設社 東京都

2766 金子　 修 ㈱ MYM 福岡県

2767 豊福　展樹 ㈱ MYM 福岡県

2768 三村　章紘 ㈱ MYM 福岡県

2769 武藤　浩樹 ㈱ 武 藤 山口県

2770 玉城　 亮 ㈱西崎防水工業 沖縄県

2771 坂田　和久 日 塗 ㈱ 福岡県

2772 佐々木　幸治 十島工事㈱　 鹿児島県

2773 濵﨑　信弘 十島工事㈱　 鹿児島県

2774 櫻井　雄三 十島工事㈱　 鹿児島県

2775 髙見　隼生 日新興業㈱ 福岡県

2776 太田　智道 日新興業㈱ 福岡県

2777 見平　成宏 ㈱みらいテクノロジー 大分県

2778 和﨑　悠佑 ㈱ 月 形 福岡県

2779 畝原　智弘 アイワ工業㈱ 宮崎県

2780 畝原　秀明 アイワ工業㈱ 宮崎県

2781 夏目　和利 ㈱ 大 和 東京都

2782 中村　公彦 ㈱ 佐 元 東京都

2783 松﨑　龍士 カワナベ工業㈱ 群馬県

2784 湯室　拓也 ㈱大阪防水建設社　 東京都

2785 宮地　良介 東海シーエス工事㈱　 愛知県

2786 小林　雅和 パブリック技建㈱　 静岡県

2787 池上　昭徳 ㈱高栄塗装 静岡県

2788 野瀬　 覚 日本コンクリート㈱ 愛知県

2789 近藤　勇二郎 ㈱山本コーキング 石川県

2790 瀧野　由美子 呉光塗装㈱ 千葉県

2791 瀧野　雄太郎 呉光塗装㈱ 千葉県

2792 宣　哲二 愛善産業㈱ 神奈川県

2793 米澤　俊治 愛善産業㈱ 神奈川県

2794 佐藤　宗志 愛善産業㈱ 神奈川県

2795 斎藤　大輝 愛善産業㈱ 神奈川県

2796 小原　顕彦 ㈱アークリニュアル 東京都

2797 保﨑　哲章 ㈱ピア東海 静岡県

2798 榎本　憲三郎 ㈱長栄工業 新潟県
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2799 松尾　悠弥 ㈱長栄工業 新潟県

2800 小西　 誠 ㈱山新工業 富山県

2801 内山　正喜 ボンドエンジニアリング㈱　 東京都

2802 澁谷　駿介 ボンドエンジニアリング㈱　 東京都

2803 松木　崇晃 ボンドエンジニアリング㈱　 東京都

2804 福本　 勉 ボンドエンジニアリング㈱　 東京都

2805 相澤　正樹 ㈱横浜システック 神奈川県

2806 五十嵐　竜 ㈱横浜システック 神奈川県

2807 沼野　 勝 ㈱横浜システック　 神奈川県

2808 霜鳥　隼人 新潟ボンド工業㈱ 新潟県

2809 熊谷　和実 新潟ボンド工業㈱ 新潟県

2810 脇田　康平 ㈱ケミカル工事　 東京都

2811 千葉　 亘 ㈱ケミカル工事　 東京都

2812 玉置　健太 東レ建設㈱　 静岡県

2813 石井　聡之 弘栄貿易㈱　 大阪府

2814 和泉　翔太 弘栄貿易㈱　 東京都

2815 清水　澄美 田中建設㈱　 青森県

2816 山本　将弘 大成ロテック㈱　 愛知県

2817 佐竹　浩幸 大成ロテック㈱　 愛知県

2818 根本　晃行 ㈱昭和塗工社　 大阪府

2819 多田　修二 ㈱昭和塗工社　 大阪府

2820 森　 祐太 ㈱森建工事 岡山県

2821 伊藤　 滋 イトウ技建㈱ 富山県

2822 木戸　靖二 ㈱カネキ　 山口県

2823 木戸　義之 ㈱カネキ　 島根県

2824 奥田　智博 ㈱カネキ　 広島県

2825 有　研一 アイテック佐世保㈱ 長崎県

2826 山本　博也 ㈱ツカサテック 大阪府

2827 比嘉　辰貴 ㈱ツカサテック 大阪府

2828 白山　剛司 ㈱ツカサテック 大阪府

2829 角倉　浩平 東 レ ㈱ 愛知県

2830 上野　博敏 ㈱ 本 久 長野県

2831 下村　重弘 北川瀝青工業㈱ 福井県

2832 小林　力太郎 ニットクメンテ㈱　 大阪府

2833 小川　敬志 ㈱ダイエーメンテ 兵庫県

2834 川上　博司 ㈱ダイエーメンテ 兵庫県

2835 渡邊　一史 ㈱リペアエンジ 福岡県

2836 平田　喜保 鹿島道路㈱　 愛知県

2837 伊藤　正憲 大成ロテック㈱　 愛知県

2838 藤井　信二 ㈱コンステック　 大阪府

2839 山田　健志 ㈱クオリティ 東京都

2840 山尾　賢太郎 十島工事㈱　 福岡県

2841 藤村　一輝 十島工事㈱　 福岡県



2842 藤田　博文 ㈱コンステック 大阪府

2843 西森　一智 日 塗 ㈱　 神奈川県

2844 中村　 優 中村物産 和歌山県

2845 三山　達司 ㈱三山工業 兵庫県

2846 三𣘺　慶輔 ㈱サンブリッジ 千葉県

2847 横溝　 猛 ㈱ 光 南 岡山県

2848 石井　敬司 ㈱ 光 南 岡山県

2849 江草　 伸 ㈱ 光 南 岡山県

2850 田村　 満 ㈱コンステック 大阪府

2851 小林　英二 ㈱サフレ 大阪府

2852 奥村　 亮 協　和 佐賀県

2853 石井　雄大 ショーボンド建設㈱　 愛知県

2854 野田　恵一 ㈱コンステック　 大阪府

2855 長門　由輝 東 レ ㈱ 愛知県

2856 川村　和重 ㈱コンステック　 大阪府

2857 吉川　雅人 ファイベックス㈱ 東京都

2858 花田　 裕 日南開発㈲　 三重県

2859 青井　修司 日南開発㈲　 三重県

2860 長谷川　淳 ㈱山新工業 富山県

2861 齋藤　 修 ㈱コンステック　 新潟県

2862 松浦　 昇 ㈱ウエハラ 神奈川県

2863 三上　勇介 ㈱テクノ中央　 青森県

2864 渡辺　秀一 ㈱リンペイ 福島県

2865 小林　秀彦 常磐塗装㈱ 茨城県

2866 芳賀　圭太 ㈱コンステック　 宮城県

2867 小原　正貴 ㈱コンステック 宮城県

2868 若生　周也 クレア工業㈱　 宮城県

2869 重野　広司 ㈱小島塗装店 新潟県

2870 田中　一弥 浅川建設工業㈱　 長野県

2871 松本　和久 遠鉄建設㈱　 静岡県

2872 腰丸　泰史 遠鉄建設㈱　 静岡県


