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通し
番号

都道府県 氏名 事業所名

1 北海道 志釜　統彦 北海道日野自動車株式会社

2 北海道 藤井　力 北明システム株式会社

3 北海道 高橋　あけみ 角谷興産株式会社

4 北海道 西川　良雄 株式会社電気工事西川組

5 北海道 武山　恵美 株式会社小樽ゴルフ場

6 北海道 加藤　良幸 株式会社幸栄商事

7 青森 佐々木　利彦 八戸燃料株式会社

8 岩手 伊勢澤　真実 アリス株式会社

9 岩手 大里　香苗 東北清和株式会社

10 岩手 大和　加代子 社会福祉法人宇津野会

11 岩手 佐藤　文代 岩手建設工業株式会社

12 宮城 佐藤　美和 株式会社ノグチ

13 宮城 工藤　和子 株式会社ネクスト

14 宮城 伊藤　卯 藤装建株式会社

15 宮城 青木　秀子 有限会社青木設備工業所

16 秋田 黒沢　美佳 山二環境機材株式会社

17 秋田 阿部　洋一 株式会社柳澤鉄工所

18 秋田 木村　哲 株式会社自然科学調査事務所

19 秋田 小石　和弥 光タクシー株式会社

20 山形 望月　隆子 株式会社フーデイー

21 山形 瀬尾　美嘉 株式会社庄内メインテナンス

22 福島 （非公表） （非公表）

23 福島 忠地　永子 松下建設株式会社

24 福島 成瀬　瞳 株式会社福島製作所

25 福島 齋藤　浩 株式会社東北電設

26 福島 大濱　洋子 会津商工信用組合

27 茨城 鈴木　光一 株式会社玄設計
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28 茨城 櫻井　文子 県南陸運株式会社

29 栃木 東　尚徳 日豊工業株式会社

30 栃木 田仲　加代子 真岡商工会議所

31 栃木 石上　匠太郎 公益財団法人日光社寺文化財保存会

32 栃木 橋本　有子 ハシモ株式会社

33 栃木 大木　ひとみ 栃誠工機株式会社

34 群馬 野村　治代 東群運送株式会社

35 群馬 山同　善子 赤城興産株式会社

36 群馬 檜山　奈美 待矢場両堰土地改良区

37 埼玉 白岩　智 関東食糧株式会社

38 千葉 佐々木　良幸 （非公表）

39 千葉 入江　和彦 松戸商工会議所

40 千葉 長谷部　久男 株式会社袖ケ浦カンツリー倶楽部

41 千葉 松田　智恵子 株式会社横打

42 神奈川 富田　幸夫 富士和電子株式会社

43 神奈川 佐藤　尚子 東邦精機株式会社

44 新潟 加藤　恵利子 五泉商工会議所

45 新潟 佐藤　智恵子 株式会社加藤組

46 新潟 新保　豊 株式会社高舘組

47 新潟 新井　洋子 新井電機株式会社

48 新潟 近藤　富士子 株式会社創風システム

49 新潟 株式会社ブルボン上越工場

50 新潟 田崎　初治 セーブ・インダストリー株式会社

51 新潟 中山　春美 株式会社ブルボン村上工場

52 富山 清水　宏記 株式会社スギノマシン

53 石川 株式会社キョー・エイ

54 石川 木舩　徹 カジナイロン株式会社
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55 石川 （非公表） （非公表）

56 福井 小寺　邦夫 株式会社御素麺屋

57 福井 山口　典子 港屋重機建設株式会社

58 山梨 河野　富美子 株式会社ちぼり韮崎

59 山梨 松村　陽子 株式会社太陽社

60 山梨 前村　和子 株式会社さんけい

61 山梨 小宮　忍 有限会社平井製作所

62 長野 早川　政博 株式会社ヤマウラ

63 長野 大工原　いづみ 竹花工業株式会社

64 長野 白鳥　淑子 マイクロストーン株式会社

65 長野 武捨　俊之 株式会社サンジュニア

66 岐阜 吉村　美津子 東清株式会社

67 静岡 池ヶ谷　泰一 静岡部品株式会社

68 静岡 鈴木　博嗣 静岡コンサルタント株式会社

69 静岡 泉　真 静岡ひかりタクシー株式会社

70 静岡 濱本　陽子 有限会社精進産業

71 三重 森本　知美 株式会社東産業

72 三重 株式会社若鈴

73 滋賀 鶴田　直美 西村建設株式会社

74 滋賀 三島　直美 オリベスト株式会社

75 滋賀 成瀬　まゆみ 株式会社ユーハイム

76 滋賀 遠藤　健 株式会社ＪＩＣ

77 滋賀 北川　融 株式会社松原鉄工所滋賀工場

78 京都 有水　克裕 株式会社砂﨑製作所

79 京都 児玉　真奈美 株式会社中川パッケージ

80 京都 高橋　誠二 関西ガスメータ株式会社

81 大阪 土井　篤 日本特殊形鋼株式会社
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82 兵庫 種橋　伯子 サンナッツ食品株式会社

83 兵庫 守法　麻美 井河原産業株式会社

84 兵庫 田中　宏昌 株式会社洲本整備機製作所

85 奈良 遠藤　悦子 畑中産業株式会社

86 和歌山 山田　紀英子 伊藤工業株式会社

87 和歌山 椎﨑　恵美子 協同組合中紀環境科学

88 和歌山 五味　美波 株式会社深瀬組

89 和歌山 山下　順子 社会福祉法人みなべ町社会福祉協議会

90 鳥取 宮本　紀子 株式会社鳥取県倉吉自動車学校

91 島根 古志野　純子 株式会社長岡塗装店

92 島根 田中　綾子 株式会社田中建設

93 島根 岩﨑　昭子 株式会社岩崎建設

94 島根 芝尾　智恵子 株式会社シバオ

95 島根 浦田　明彦 浦田木材株式会社

96 島根 高宮　健二 隠岐酒造株式会社

97 岡山 和気　章徳 一般社団法人岡山県トラック協会

98 岡山 上西　正幸 玉野土建株式会社

99 岡山 山本　英治 宮本工業株式会社

100 岡山 上田　佳子 株式会社中国電業舎

101 広島 倉田　和典 株式会社サクラオブルワリーアンドディスティラリー

102 広島 中川　妙美 株式会社高村興業所

103 山口 河野　昇行 山口内山電機株式会社

104 山口 中野　利江 株式会社ウエムラエナジー

105 山口 漆原　慶一 山口アポロ石油株式会社

106 徳島 （非公表） 株式会社シケン

107 徳島 上野　ひとみ 東光株式会社

108 香川 伊賀　久美子 株式会社幸洋製作所
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109 香川 中西　由美子 有限会社中西工業

110 香川 森田　明由美 株式会社タイホー

111 香川 田井　通子 株式会社田井青果

112 愛媛 井上　由美 株式会社タケチ松山工場

113 愛媛 森　真理 有限会社小羊園

114 愛媛 村上　真一 おべ工業株式会社

115 高知 鈴木　佐知代 三昭紙業株式会社

116 福岡 藤野　久美子 社会福祉法人徳和会

117 福岡 友清　基文 株式会社オークマ

118 福岡 伊藤　源一郎 株式会社しろみず

119 福岡 谷内　由香里 箱崎埠頭株式会社

120 佐賀 岡　利子 株式会社バンボード運輸

121 佐賀 田島　みゆき 田島株式会社

122 熊本 中田　健一 九州中央魚市株式会社

123 熊本 岩本　和美 九州日紅株式会社

124 熊本 鍋田　清高 社会福祉法人黒肥地福祉会

125 熊本 山角　幸恵 株式会社中九州アイエス

126 熊本 大野　美和 サトウニット有限会社

127 大分 岸　ミドリ 社会福祉法人護念福祉会由布川保育園

128 大分 田村　俊男 玖珠NOK株式会社

129 大分 藤嶋　恵子 株式会社豊和銀行

130 大分 川野　知治 株式会社ケーブルテレビ佐伯

131 大分 飯田　香織 タナベ環境工学株式会社

132 大分 田原　広子 明大工業株式会社

133 大分 太田　ひさみ 社会福祉法人大野記念会軽費老人ホーム福寿園

134 宮崎 徳渕　敬紀 南日本ハム株式会社

135 鹿児島 西久保　昭人 株式会社久永コンサルタント


