
（会社名:1次協力会社）

ジュニアマイスター〔10名〕 マイスターCE〔10名〕

職種 会社名 職種 会社名 職種 会社名 職種 会社名

大工 福山建設工業 山内　春夫 土工 関都建設 南部　昌行 大工 小林建設 佐藤　忠夫 電工 浅海電気 関根　健司

大工 協和建設 柴田　源次郎 土工 目黒建設 柳田　茂 大工 福山建設工業 江頭　陽介 電工 関電工 坂口　俊宏

大工 小林建設 柳平　実 鉄筋工 東京朝日ビルド 家入　輝彦 大工 福山建設工業 山内　廣文 電工 きんでん 奥田　浩之

大工 洲国建設 小野　浩二 鉄筋工 西善鉄筋 小尾　伸二 鳶工 関都建設 尾前　勝 電工 雄電社 副島　邦洋

大工 黒崎工務店 池田　貴志 鉄筋工 藤鋼業 小田　貴之
コンク

リート打
設工

目黒建設 高橋　勉 電工 六興電気 野口　裕司

鳶工 秀中土木 青木　良太 左官 村井業務店 岡島　信孝 左官 浪花組 當間　貴史
空調
衛生

朝日工業社 赤井　信夫

鳶工 関都建設 宮原　輝夫 内装 助友 田代　正男 内装 オクジュー 茂手木源太
空調
衛生

斎久工業 浅岡　昭行

鳶工 田村 堀間　富雄 内装 日本建工 沖山　次也 塗装 佐藤興業 橋口　俊行
空調
衛生

三機工業 赤木　将太

鳶工 向井建設 重松　正広 塗装 佐藤興業 清水　弘 塗装 佐藤興業 八藤　大二朗
空調
衛生

三建設備工業 増田　淳一

防水 井上瀝青工業 猪俣　祐次 塗装 東京三木塗装店 島村　隆史
空調
衛生

新菱冷熱工業 藤岡　展光

マイスター〔計70名 : 大工13名、弋・土工27名、鉄筋工4名、左官工5名、塗装工7名、内装工10名、防水工3名、電気設備１名　〕

職種 会社名 職種 会社名 職種 会社名 職種 会社名 職種 会社名

大工 協和建設 村山　栄悦 鳶工 青木土木 小林　健司 鳶工 向井建設 住吉　秀明 鉄筋工 東京朝日ビルド 三浦　智也 内装 助友 葛西　雄

大工 小林建設 山本　英樹 鳶工 青木土木 平賀　一秋 鳶工 向井建設 田中　耕一 鉄筋工 西善鉄筋 筧田　賢一 内装 助友 田代　定一

大工 小林建設 井上　博基 鳶工 関都建設 青木　隆 鳶工 目黒建設 工藤　友則 鉄筋工 藤鋼業 玉城　久志 内装 助友 大寳　昌弘

大工 東京朝日ビルド 极木　幸治 鳶工 関都建設 秋元　健一 鳶工 目黒建設 中道　正人 鉄筋工 藤鋼業 牟田　稔 内装 助友 千葉　健二

大工 福山建設工業 浦山　昭二 鳶工 関都建設 飯野　和之 鳶工 目黒建設 中道　直人 左官 西澤工業 森田　敏明 内装 スリーティー 川田　賢

大工 福山建設工業 小山　毅 鳶工 関都建設 和方　康眞 鳶工 目黒建設 馬渡　貫次 左官 村井業務店 小谷野　義久 内装 スリーティー 笈川　浩一

大工 福山建設工業 斎藤　明 鳶工 関都建設 渡邊　哲也 土工 青木土木 百生　敏浩 左官 村井業務店 柴田　勇 内装 瀧田 石村　竜也

大工 福山建設工業 斉藤　タケル 鳶工 田村 小沢　真一 土工 青木土木 賀佐　正人 左官 村井業務店 松本　康司 内装 瀧田 佐竹　博之

大工 福山建設工業 末永　康彦 鳶工 田村 小野寺　征広 土工 青木土木 賀佐　正樹 左官 いりやまと 山田　智章 内装 高野 貫井　悟志

大工 福山建設工業 丹野　明雄 鳶工 田村 三田寺　由浩 土工 関都建設 篠塚　晃一 塗装 佐藤興業 田中　努 内装 明和 中嶋　崇介

大工 福山建設工業 福田　康徳 鳶工 田村 神谷　秀文 土工 太平建設 石井　正巳 塗装 佐藤興業 清水　義行 防水 井上瀝青工業 能登谷　武久

大工 福山建設工業㈱ 近藤　真行 鳶工 田村 坂本　昌生 塗装 新星塗装 中村　明 防水 井上瀝青工業 広実　隼人

大工 藤井工務店 岩間　龍彦 鳶工 秀中土木 大塚　淳司 塗装 新星塗装 中村　博之 防水 山栄興業 渡辺　章彦

鳶工 秀中土木 川満　則智 塗装 新星塗装 関根　達也
電気
設備

きんでん 松本　吉史

鳶工 秀中土木 木村　徳之 塗装 東京三木塗装店 山下　龍太郎

鳶工 秀中土木 坂川　拓也 塗装 東京三木塗装店 堀井　宣克

2017年度東京竹和会定時総会において、次の皆さんが「シニアマイスター」「マイスター」「ジュニアマイスター」「マイスターCE」として認定されました。

職長名 職長名 職長名 職長名 職長名

職長名

シニアマイスター〔19名〕

職長名 職長名 職長名


