
都道府県 受験者名 都道府県 受験者名
上田　晃司 山田　修
山路　泰寛 竹部　伸一
出口　将平 宮崎　一郎
池田　俊也 高橋　涼
荘司　真 小林　誉敏
池田　慎亮 山﨑　健二
伊藤　善教 佐藤　康昭
佐藤　渉 青木　充夫
石井　利光 鈴木　隆司
高野　順一 上田　正和
岩川　正樹 中田　武志
西村　雅夫 門井　忠治
臼井　哲也 浅田　健
南　功洋 濱崎　盛一
工藤　俊彦 遠藤　直明
後藤　精巳 岩多　武士
鎌田　正文 川島　丈宜
兵藤　亮 長谷川　俊英

佐々木　幸雄 桜井　裕司
関　正彦 南山　美希夫

小野　幸夫 中出　都芳
竹駒　博幸 市橋　順
柏木　政宏 川北　淳
渡邊　大 中川　崇
渡辺　毅雄 江原　祐介
佐藤　貴彦 畑川　祐樹
伊藤　勝文 髙橋　和也
平間　富雄 難波　諒二
平間　一範
大田　昌一
高橋　和美
菅野　太一
佐藤　慎也
藤谷　篤
石岡　浩
九嶋　竜一
横山　友幸
上林　広伸
工藤　伸寛
笠原　康弘
菅　竜大
吉田　伸司
菅野　広和
大内　祐樹
松下　秀夫
横須賀　康広

村上　邦夫
渡邉　強
名原　幸伸
遠藤　寛昌
千葉　一記

青森県

株式会社渡辺組

山形砕石株式会社

福島県
株式会社吉田設備

佐藤建設工業株式会社

山田建設株式会社

山形県

株式会社グランド・ビート

秋田県

株式会社堀井建設

株式会社和賀組

白川建設株式会社

株式会社佐々木興業

株式会社北洲
長野県 株式会社開道

株式会社影山創建 山梨県 株式会社アースフレンドカンパニー

福井県
奥武建設工業株式会社

岩手県

有限会社オクトサービス

株式会社谷口

宮城県

株式会社荒谷土建
株式会社佐野組

株式会社せきしょう

誠友道路株式会社

有限会社カク有限会社北海道システム建装

ミユキコーポレーション株式会社

石川県
株式会社コントラック

株式会社共進設備

藤川電設工業株式会社
株式会社丸山組

株式会社綜和
有限会社双伸機工
株式会社高辰組
曳栄建設株式会社

富山県
株式会社緑樹興業 三和ボーリング株式会社

北海道

開発運輸建設株式会社

新潟県

株式会社青柳工務店

株式会社ジオロテック 株式会社笠原建設
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都道府県 受験者名 都道府県 受験者名
市村　明延 近藤　雅彦
鈴木　勇 武田　一馬
佐藤　達也 山下　辰司
富田　雅 倉本　好則
中井　将史 富原　官吾
佐藤　孝市 村松　敦
本名　弘 中根　和隆
戸塚　千隼 大場　辰郎
山本　竜児 山本　和秀
小暮　陽一 大場　篤史
須田　親宏 三成工業株式会社 遠藤　清春
廣田　弘司 山野　真也
長瀬　雅人 田端　文仁
三木　紀行 谷内　靖
木立　達也 谷川　博康
武藤　敏浩 水谷　隆
坂田　智 神谷　知廣
坂田　一成 森安　健一
鈴木　伸幸 石田　勝嗣
小島　勇人 峰　寿
高岩　史欣 大城　健樹

土屋　裕俊 藤田　鶴一
吉澤　治美 石川　涼
田中　進 田中　輝彦
深山　雅司 安本　剛
吉田　大地 三輪　徳宏
家鍋　健太 早川　俊太郎

有限会社大紫グリーン土木 菅谷　祐貴 星山　炫
金澤　隼斗 竹内　和美
菊池　直人 太田　龍雄
児玉　廉太郎 後藤　僚太
鈴木　章吾 出原　大作
村上　慶祥 片野　尚保
関根　秀悟 前田　芳隆

有限会社上林建材工業 峰岸　武史 西本　憲司
株式会社佐藤組 村田　克明 平岩　省吾

赤堀　信夫 角谷　昌宣
廣瀬　賢二 角谷　喜代美

星　忠雄 伊藤　明
木村　和夫 立羽　義光
佐藤　勝雄 辻本　浩司
鈴木　健一 福本　克司
齋藤　文美貴 小林　義明
田口　浩之 伊藤　俊一
八重樫　流

横浜総合建設株式会社 髙見澤　教之

神奈川県

河本開発工業株式会社

有限会社斉藤建工

有限会社サポートホールド

株式会社カドヤ
株式会社テルステック

有限会社福本組

東京都

株式会社山成

三和興業株式会社

三重県

株式会社関根建工
株式会社フタバ造園

豊信建設株式会社

有限会社千原建設

有限会社ヤマビコ

株式会社大中環境

有限会社坂本鉄工建設

富士貴建装株式会社

千葉県

植忠造園土木株式会社 株式会社谷野宮組

埼玉県

株式会社サカタ 三洲土木株式会社

英重機工業株式会社
株式会社ヤガワ

株式会社丸正サンキョー

地盤エコパイル株式会社

新都工業株式会社
株式会社福田工業

東建企業株式会社
株式会社増渕組

西遠建設株式会社

株式会社廣川組

愛知県

株式会社朝日組

株式会社ドリームプロジェクト

栃木県
有限会社タケシ工業

株式会社中井工務店

静岡県

株式会社菊南工業

グラウンド・ワークス株式会社
株式会社フルヤ建商

群馬県
株式会社坂本建設

岐阜県

株式会社エコピース

茨城県

市村土建株式会社

有限会社サンキ
藤和建設株式会社 帝国建設株式会社

株式会社小西開発
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都道府県 受験者名 都道府県 受験者名
竹澤　盛夫 細田　泰佑
巻藤　剛 安達　正
押谷　信幸 枝谷　麗
西村　昌記 竹下　将誉賜
小西　和志 岡本　武志

瀬戸内建設工業株式会社 近藤　哲郎 井上　勇一
山口　明宏 橋本　真治
藤野　吉博 平井　義巳
澤田　尚樹 橋本　尚明
中居　尚子 山崎　祐二
藤井　基峯 川上　幸宏
横山　裕也 藤間　大輔
春山　豊伸 古川　清志
吉村　広行 鎌田　康志
我妻　靖夫 前田　康幸
寺﨑　典仁 福田　淳
川村　紀幸 今西　守
久米　祥一 今井　敏弘
神前　佳平 瀧本　康平
吉川　彰治 楢村　貴宏
藤原　将倫 藤村　卓司
高石　健二 髙本　秀行
福田　浩二 寺田　智
福　隆博 中川　浩二
山本　孝広 岡田　武司
真島　清和 荒牧　辰郎
武冨　敏男 藤田　政幸
北条　公一 宇都宮　司

株式会社中西組 穴井　照一郎 花房　憲臣
高田　邦好 松世　康宏
辻崎　信幸 湯浅　義明

内原　宜典 山脇　俊邦

小山　正人 網本　裕介
木村　勇貴 石田　克博
笠尾　和矢 浴　忠仁
日裏　竜二 森下　博幸
中谷　光
仲島　尚史
山内　博
馬籠　孝浩
河副　直樹
奥田　正人
小畑　裕二
笠松　強
新山　浩基
木本　秀高

和歌山県 アズマハウス株式会社

株式会社平井クレーン興業

奈良県

森下建設株式会社

株式会社ヤマワキ

株式会社アクティックス

山口県
株式会社川畑建設

ヒカリ電業株式会社
株式会社マツセ

徳本砕石工業株式会社

有限会社ＪＣＫリンクス
株式会社河崎組

広島県

株式会社アクセス

作東土木運送株式会社

村上建設株式会社

株式会社ナラムラ

株式会社大林

株式会社グリンブル

兵庫県

エコ・スタイルコーポレーション株式会社

有限会社富士ホームサービス

岡山県

株式会社平和運送

株式会社藤井

株式会社出雲採石
株式会社ラクモ

大阪府

泰山建設株式会社 株式会社斐川板金

京都府

滋賀県

滋賀基礎工業株式会社

株式会社ツカサ技建

株式会社ビッグハンズ

島根県

株式会社井上組

谷庄建設株式会社 鳥取県 有限会社エスオーティー
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都道府県 受験者名 都道府県 受験者名
坂口　英司 木原　勉
若林　裕之 植野　洋平
宮本　健二 渡邊　敏彦
谷本　宗洋 西本　昭夫
川崎　大起 高野　弥悌彦

矢野　明彦 西村　圭太
豊島　伸治 倉田　貴之
小林　敦 江崎　信広
笠原　一志 原　信幸
山内　聖児 本田　一馬
木戸　崇之 佐久間　マサキ

二宮　久直 岩田　政文
兵頭　正幸 山本　裕介
小田　敬治 田代　直
五十崎　春実 岩田　光次郎

岡本　直希 福田　昇平
松下　裕太 正崎　健吾
日髙　修一 前田　貴之
川村　真司 田村　真一

高橋　和人
堀　竜二
米満　義則
横枕　博徳
赤星　正開

大分県 成迫　真平
蓑毛　章人
大野　誠
時盛　毅
水筑　由希也

今村　学
江籠　亮平
松田　敬士
横山　慶一
図師　伸王株式会社吉永土木

鹿児島県

株式会社加覧組

末重建設株式会社

熊本県

矢野建材工業株式会社

宮崎県 有限会社王生工業

株式会社宇佐美工業

ハイスピードコーポレーション株式会社

有限会社武土木建設

株式会社松尾組

株式会社宮崎組

愛媛県

愛媛三段ブロック株式会社

株式会社ワイテック

佐賀県
株式会社ナカハラ工業

株式会社ナンリ

長崎県 有限会社タムラクレーン
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株式会社西鉄グリーン土木

松内建設株式会社

香川県

城北建設株式会社

福岡県

有限会社大建コンクリート
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