
五十音順・敬称略

№ 氏名 よみがな 年齢（歳） 所属

1 阿部　泰久 あべ　やすひさ 48 （株）青木組

2 天野　公夫 あまの　きみお 55 榎本建設(株)

3 荒川　重友 あらかわ　しげとも 39 大橋建設(株)

4 飯田　雅行 いいだ　まさゆき 50 磯部建設（株）

5 飯山　和人 いいやま　かずと 37 （有）大森組

6 五十嵐　茂 いがらし　しげる 61 （株）石塚土建

7 石川　一将 いしかわ　かずゆき 48 芳賀屋建設(株)

8 伊藤　聖 いとう　きよし 57 岩原産業(株)

9 伊藤　慎悟 いとう　しんご 48 （株）菊地組

10 伊藤　雄気 いとう　ゆうき 36 （有）板橋建設

11 内野　健一 うちの　けんいち 49 渡辺建設(株)

12 内山　治 うちやま　おさむ 54 神谷建設（株）

13 榎田　知也 えのきだ　ともや 26 （株）船見組

14 大関　卓哉 おおぜき　たくや 34 大関建設(株)

15 大平　倫弘 おおひら　ともひろ 38 石川建設（株）

16 小倉　充則 おぐら　みちのり 43 （株）水澤土建

17 小野﨑　文貴 おのざき　ふみたか 46 七浦建設（株）

18 金丸　太司 かねまる　ふとし 43 岩澤建設(株)

19 唐木田　実 からきだ　みのる 60 三晃建設（株）

20 川崎　和彦 かわさき　かずひこ 44 東石建設（株）

21 久保　友克 くぼ　ともよし 46 (有)久保九十九組

22 久保井　忠 くぼい　ただし 58 竹石建設(株)

23 熊倉　浩 くまくら　ひろし 52 ヤマザキ建興（株）

24 倉井　和知 くらい　かずとも 53 大幹建設(株)

25 黒須　美智子 くろす　みちこ 62 （株）乃木鈴建設産業

26 小林　一夫 こばやし　かずお 50 岩澤建設(株)

27 小林　康明 こばやし　やすあき 36 （株）板橋組

28 齋藤　克仁 さいとう　かつひと 45 (株)庭野建設

29 齋藤　貴之 さいとう　たかゆき 48 （株）東建設

30 斎藤　正志 さいとう　ただし 73 船生建設（株）
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31 篠原　勇 しのはら　いさむ 55 米弥工業(株)

32 篠原　誠二 しのはら　せいじ 67 宇都宮土建工業（株）

33 篠原　涼 しのはら　りょう 29 (株)野澤實業

34 澁澤　貴司 しぶさわ　たかし 43 ヤマザキ建興（株）

35 正田　和也 しょうだ　かずや 45 岩澤建設(株)

36 鈴木　光輝 すずき　みつてる 46 川上建設（株）

37 須藤　武 すとう　たけし 48 （株）須藤工業

38 仙石　努 せんごく　つとむ 68 竹石建設（株）

39 相馬　康典 そうま　やすのり 41 (株)高久組

40 髙瀬　崇 たかせ　たかし 48 芳賀屋建設(株)

41 髙根沢　直己 たかねざわ　なおき 33 天野建設（株）

42 髙橋　和幸 たかはし　かずゆき 42 (有)近沢建設

43 髙橋　健二 たかはし　けんじ 46 コボリ工業（株）

44 滝田　則孝 たきた　のりたか 59 石川建設（株）

45 田口　達也 たぐち　たつや 36 （株）河原土建

46 竹内　雅敏 たけうち　まさとし 56 （株）板橋組

47 田所　八的 たどころ　やまと 60 岩澤建設(株)

48 知久　博文 ちく　ひろふみ 55 （株）山中組

49 手塚　保美 てづか　やすよし 67 （株）佐藤組

50 徳原　正利 とくはら　まさとし 54 榎本建設(株)

51 中川　祐貴 なかがわ　ゆうき 44 （株）浜田屋組

52 中島　忠 なかじま　ただし 55 (株)増渕組

53 中村　豊 なかむら　ゆたか 49 渡辺建設(株)

54 永吉　智彦 ながよし　ともひこ 44 （株）青木組

55 仁平　昌宏 にへい　まさひろ 42 （株）猪瀬

56 長谷川　勇亮 はせがわ　ゆうすけ 34 丸政建設（株）

57 蜂巢　正人 はちす　まさと 50 七浦建設（株）

58 羽石　由美子 はねいし　ゆみこ 60 (有)高松建設

59 福田　健一 ふくだ　けんいち 66 戸祭建設(株)

60 船山　大輔 ふなやま　だいすけ 43 船山建設工業(株)
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61 船山　ヒサ ふなやま　ひさ 67 船山建設工業(株)

62 星　貴広 ほし　たかひろ 43 中村土建（株）

63 水野　三智雄 みずの　みちお 48 松本興業（株）

64 吉成　智則 よしなり　とものり 50 （株）野村建設

65 吉原　令裕 よしはら　のりやす 33 丸政建設（株）

66 若井田　翼 わかいだ　つばさ 28 舘野建設（株）


