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技術賞（Ⅱグループ）
(1)プロジェクト名：
浜松市沿岸域防潮堤整備事業
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貢献された技術者のお名前
(1)プロジェクト名：浜松市沿岸域防潮堤整備事業

長島 郁夫 元静岡県交通基盤部長
野知 泰裕 元静岡県交通基盤部長
村松 篤 元静岡県交通基盤部長
鈴木 克英 元静岡県交通基盤部長
平野 忠幸 元静岡県交通基盤部長
宮尾 総一郎 元静岡県交通基盤部長
長縄 知行 元静岡県交通基盤部長
守屋 文雄 元静岡県交通基盤部河川砂防局長
杉保 聡正 元静岡県交通基盤部河川砂防局長
太田 博文 元静岡県交通基盤部河川砂防局長
光信 紀彦 元静岡県交通基盤部河川砂防局長
伊藤 敏男 元静岡県交通基盤部浜松土木事務所長
守屋 文雄 元静岡県交通基盤部浜松土木事務所長
杉本 則尚 元静岡県交通基盤部浜松土木事務所長
古梶 隆宏 元静岡県交通基盤部浜松土木事務所長
内田 光一 元静岡県交通基盤部浜松土木事務所長
吉澤 雄介 元静岡県交通基盤部浜松土木事務所沿岸整備課長
伊東 信幸 元静岡県交通基盤部浜松土木事務所沿岸整備課長
高田 剛志 元静岡県交通基盤部浜松土木事務所沿岸整備課長
竹内 清和 赤堀産業株式会社
高林 巨地 赤堀産業株式会社
石川 貞樹 赤堀産業株式会社
本多 麻琴 赤堀産業株式会社
長谷川 智久 株式会社泉組
市川 裕樹 市川造園株式会社
石田 裕彦 伊藤組株式会社
皆川 秀逸 株式会社植松鈴木組
鈴木 光 株式会社植松鈴木組
鈴木 好孝 株式会社江間種苗園
江間 正章 株式会社江間種苗園
伊藤 公司 小笠原マル昇株式会社
渡部 猛 小笠原マル昇株式会社
安竹 衛泰 小笠原マル昇株式会社
鈴木 亮 有限会社荻造園工事

三輪 周治 有限会社コスモグリーン庭好
菅沼 吉博 有限会社寿重植木
山田 浩一郎 湖南野嶋建設株式会社
古橋 広樹 有限会社古人見古橋土建
池谷 真一 株式会社小松組
安藤 秀樹 株式会社小松組
鈴木 亮至 嵯峨造園株式会社
水野 豊 嵯峨造園株式会社
青野 真 株式会社鈴木組
松下 裕司 株式会社鈴木組
高林 俊一 株式会社鈴木組
内山 荘平 須山建設株式会社
竹田 勝彦 須山建設株式会社
坂井 秀幸 須山建設株式会社
小粥 辰彦 須山建設株式会社
鈴木 肇 須山建設株式会社
犬塚 成志 西遠建設株式会社
伊藤 源太 株式会社セイコー技研
和田 強 大協造園緑化株式会社
柳澤 一滋 大協造園緑化株式会社
新間 亨 天龍造園建設株式会社
小林 天竜 天龍造園建設株式会社
岩田 厚 天龍造園建設株式会社
宮野 哲 天龍造園建設株式会社
古橋 弘光 株式会社東海土木
田口 繁 トキワ道路株式会社
平井 孝尚 常盤工業株式会社
栁 彰男 常盤工業株式会社
佐野 充英 株式会社特種東海フォレスト
安本 征弘 株式会社特種東海フォレスト
伊藤 ななと とやま建材株式会社
黒田 勝 ナイセイ緑地株式会社
今田 慶生 ナイセイ緑地株式会社
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貢献された技術者のお名前
(1)プロジェクト名：浜松市沿岸域防潮堤整備事業

鈴木 幹人 ナイセイ緑地株式会社
石田 孝 株式会社中村組
寺田 智秋 株式会社中村組
栗原 毅 株式会社中村組
岩田 睦広 株式会社中村組
橋本 泰義 株式会社中村組
鈴木 康元 株式会社中村組
関 尚彦 中村建設株式会社
加藤 保実 中村建設株式会社
町田 明啓 中村建設株式会社
鈴木 大輝 中村建設株式会社
竹腰 幸生 株式会社西ヶ崎清水建設
兒玉 和幸 西松建設株式会社静岡営業所
加藤 隆弘 西松建設株式会社静岡営業所
荒井 俊浩 株式会社庭明
塚本 安宣 株式会社庭明
篠原 悦治 株式会社橋本組
山本 信好 株式会社浜建
飯田 敏廣 浜松造園事業協同組合
伊藤 知宏 浜松造園事業協同組合
鈴木 康之 浜松地区建設事業協同組合
田中 正巨 藤野建設株式会社
山下 大和 藤野建設株式会社
岡本 大吾 文丘建設株式会社
村松 幸重 文丘建設株式会社
中島 具威 前田建設工業株式会社
宇戸 和明 前田建設工業株式会社
伊藤 達司 株式会社水野組
鈴木 一浩 みどり園株式会社
高林 哲弘 みどり園株式会社
高林 智宏 みどり園株式会社
阿部 日吉 株式会社守屋組
松本 健 山平建設株式会社

伊藤 耕二 山平建設株式会社

吉田 源弘 株式会社吉田組

坂部 剛 株式会社林工組

高橋 正也 株式会社林工組

鈴木 将也 株式会社林工組

渡口 貴志 有限会社アーク

前田 和人 有限会社アーク

松村 弘 いであ株式会社静岡営業所

出縄 二郎 株式会社環境アセスメントセンター

河合 恒一 株式会社環境アセスメントセンター

近藤 多美子 株式会社環境アセスメントセンター

酒井 孝明 株式会社環境アセスメントセンター

宮澤 靖 株式会社技建測量

持塚 和宏 株式会社共和コンサルタント

井筒 崇文 株式会社建設技術研究所静岡事務所

渡邊 訓行 株式会社建設コンサルタントセンター

花井 幸平 株式会社地盤技術コンサルタント

遠藤 信之 セントラルコンサルタント株式会社静岡営業所

轟 正和 株式会社長大静岡事務所

櫻井 幸晴 株式会社中日本コンサルタント

石黒 一彰 株式会社日進

山西 正朗 日本エルダルト株式会社

鈴木 孝雄 日本工営株式会社静岡事務所

炭田 英俊 日本工営株式会社静岡事務所

栗山 卓也 日本工営株式会社静岡事務所

中村 浩之 日本工営株式会社静岡事務所

牧田 敏明 不二総合コンサルタント株式会社

藤野 好泰 不二総合コンサルタント株式会社

村山 勇人 株式会社ニュージェック静岡事務所

市川 富崇 株式会社フジヤマ

岡部 剛 株式会社フジヤマ

谷口 範昭 株式会社フジヤマ

金原 哲夫 株式会社フジヤマ

白井 基晴 株式会社フジヤマ



技術賞（Ⅱグループ）
(2)プロジェクト名：
高尾川地下河川整備事業
～住宅密集地を流れる河川直下での地下河川整備～

5

福岡県，安藤ハザマ・大豊・環境施設 特定建設工事共同企業体
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貢献された技術者のお名前

(2)プロジェクト名：高尾川地下河川整備事業
～住宅密集地を流れる河川直下での地下河川整備～

見坂 茂範 福岡県 県土整備部（現：関東地方整備局 企画部長）
堀之内 建司 福岡県 県土整備部
田口 修治 福岡県 県土整備部
中島 巧 福岡県 県土整備部
火山 太 福岡県 県土整備部
田浦 康司 福岡県 県土整備部
土井 拓郎 福岡県 県土整備部
名倉 浩 株式会社安藤・間 本社建設本部土木技術統括部 部長
井上 隆広 株式会社安藤・間 本社建設本部土木技術統括部技術第一部 部長
栄徳 陽一 株式会社安藤・間 九州支店 土木部 工事部長
荒東 伸一 安藤ハザマ･大豊･環境施設JV（安藤ハザマ）
佐藤 明彦 安藤ハザマ･大豊･環境施設JV（安藤ハザマ）
吉良 篤 安藤ハザマ･大豊･環境施設JV（大豊建設）
大井 隆浩 安藤ハザマ･大豊･環境施設JV（環境施設）



技術賞（Ⅱグループ）
(3)プロジェクト名：
旭川放水路「百間川」河川改修事業(歴史を活かした治水技術)

7

国土交通省中国地方整備局
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貢献された技術者のお名前

(3)プロジェクト名：旭川放水路「百間川」河川改修事業
(歴史を活かした治水技術)

伊達 克己 初代 建設省岡山河川工
事事務所長

宮井 博 第２代 建設省岡山河川
工事事務所長

橋本 敏春 第３代 建設省岡山河川
工事事務所長

松浦 哲 第４代 建設省岡山河川
工事事務所長

和里田 義雄 第５代 建設省岡山河川
工事事務所長

満岡 英世 第６代 建設省岡山河川
工事事務所長

山﨑 丈夫 第７代 建設省岡山河川
工事事務所長

西口 泰夫 第８代 建設省岡山河川
工事事務所長

渡辺 利彰 第９代 建設省岡山河川
工事事務所長

原田 彪 第１０代 建設省岡山河
川工事事務所長

益倉 克成 第１１代 建設省岡山河
川工事事務所長

佐合 純造 第１２代 建設省岡山河
川工事事務所長

古川 博一 第１３代 建設省岡山河
川工事事務所長

渡部 秀之 第１４代 国土交通省 岡
山河川事務所長

浦上 将人 第１５代 国土交通省 岡
山河川事務所長

光成 政和 第１６代 国土交通省 岡
山河川事務所長

西澤 賢太郎 第１７代 国土交通省 岡
山河川事務所長

植田 彰 第１８代 国土交通省 岡
山河川事務所長

園田 敏宏 第１９代 国土交通省 岡
山河川事務所長

藤兼 雅和 第２０代 国土交通省 岡
山河川事務所長

三戸 雅文 第２１代 国土交通省 岡
山河川事務所長



技術賞（Ⅱグループ）
(4)プロジェクト名：
高速神奈川７号横浜北西線の建設(東名高速と横浜港が直結)

9
首都高速道路(株)，横浜市



技術賞（Ⅱグループ）
(5)プロジェクト名：
ウィンドファームつがる風力発電事業
(国内最大規模の陸上風力発電所の建設)

11
(株)グリーンパワーインベストメント，鹿島建設(株)
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貢献された技術者のお名前

(5)プロジェクト名：ウィンドファームつがる風力発電事業
(国内最大規模の陸上風力発電所の建設)

田口 洋輔 ㈱グリーンパワーインベストメント
岡田 健太郎 ㈱グリーンパワーインベストメント
齋藤 正人 ㈱グリーンパワーインベストメント
加藤 順康 ㈱グリーンパワーインベストメント
北村 直也 ㈱グリーンパワーインベストメント
明本 守正 鹿島建設(株)
太田 一夫 鹿島建設(株)
川崎 剛志 鹿島建設(株)
佐藤 知則 鹿島建設(株)
五十嵐 幸夫 鹿島建設(株)
古橋 芳二美 鹿島建設(株)
神田 真一 鹿島建設(株)
林田 宏二 鹿島建設(株)
市田 賢 鹿島建設(株)
大津 祐一 鹿島建設(株)



技術賞（Ⅱグループ）
(6)プロジェクト名：
複数事業の連携による公共交通主体型まちづくりの推進-富山駅におけ
る路面電車南北接続-

13
富山県，富山市，（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構



技術賞（Ⅱグループ）
(7)プロジェクト名：
「東京港臨港道路整備事業(南北線)」(東京港海の森トンネル) ～国内
最長の沈埋函による短期間での海底トンネル築造工事～

15

国土交通省関東地方整備局東京港湾事務所，東京都港湾局
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貢献された技術者のお名前

(7)プロジェクト名：「東京港臨港道路整備事業(南北線)」(東京港海
の森トンネル) ～国内最長の沈埋函による短期間での海底トンネル築
造工事～

増門 孝一 国土交通省関東地方整備局
鈴木 誠 国土交通省関東地方整備局
澤田 一洋 国土交通省関東地方整備局
小野寺 克幸 国土交通省関東地方整備局
原田 勉 国土交通省関東地方整備局
山本 篤志 国土交通省関東地方整備局
蝦名 剛 東京都港湾局
畑中 保志 東京都港湾局
小笠原 美教 東京都港湾局
真先 修 清水建設(株)
今井 克美 清水建設(株)
柳原 哲也 清水建設(株)
山本 泰三 鹿島建設(株)
小沢 栄治 鹿島建設(株)
峯尾 昌裕 鹿島建設(株)

鈴木 健彦 東亜建設工業(株)
北市 仁 東亜建設工業(株)
桑原 直樹 五洋建設(株)
段塚 隆雄 五洋建設(株)
坂本 明伸 大成建設(株)
神田 基 大成建設(株)
中瀬 和彦 大林組(株)
石田 聡史 大林組(株)
大竹 省吾 (株)オリエンタルコンサルタンツ
中込 徹 日本工営(株)
中川 博人 日本工営(株)
酒井 正巳 日本工営(株)
滝本 孝哉 日本シビックコンサルタント(株)
小汀 史泰 日本シビックコンサルタント(株)
小林 亨 日本シビックコンサルタント(株)



技術賞（Ⅱグループ）
(8)プロジェクト名：
アンゴラ国 ナミベ港改修計画

17

(株)オリエンタルコンサルタンツグローバル，(株)パデコ，
東亜建設工業(株)
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貢献された技術者のお名前

(8)プロジェクト名：アンゴラ国 ナミベ港改修計画

清末 文明 （株）オリエンタルコンサルタンツグローバル

青山 高久 （株）オリエンタルコンサルタンツグローバル

石倉 克真 （株）オリエンタルコンサルタンツグローバル

日野 功 （株）オリエンタルコンサルタンツグローバル

日高 志満雄 （株）オリエンタルコンサルタンツグローバル

西浦 信一 （株）オリエンタルコンサルタンツグローバル

山本 典文 （株）パデコ

北田 健悟 東亜建設工業（株）

相馬 武征 東亜建設工業（株）

石田 京士郎 東亜建設工業（株）

ベンラティフ アフマド 東亜建設工業（株）



技術賞（Ⅱグループ）
(9)プロジェクト名：
サンルダム建設事業
(河床砂礫をCSGの母材とした最北の台形CSGダム)

19国土交通省北海道開発局旭川開発建設部名寄河川事務所サンルダム管理支所
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貢献された技術者のお名前

(9)プロジェクト名：サンルダム建設事業
(河床砂礫をCSGの母材とした最北の台形CSGダム)

土肥 聡 大成建設株式会社

小菅 憲正 大成建設株式会社

岡谷 豊 大成建設株式会社

長井 健二 大成建設株式会社

前川 英範 大成建設株式会社

沼宮内 雅人 株式会社熊谷組

広田 宗俊 岩倉建設株式会社



技術賞（Ⅱグループ）
(10)プロジェクト名：
カチプール・メグナ・グムティ新橋建設及び旧橋改修工事

21

バングラデシュ人民共和国交通橋梁省国道／道路局， (株)オリエンタル
コンサルタンツグローバル，(株)日本構造橋梁研究所，(株)片平エンジニ
アリングインターナショナル，大日本コンサルタント(株)，SMEC
International，(株)大林組，清水建設(株)，JFEエンジニアリング(株)，
(株)IHIインフラシステム
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貢献された技術者のお名前

(10)プロジェクト名：
カチプール・メグナ・グムティ新橋建設及び旧橋改修工事

Md. Nazrul Islam Ministry of Road Transport and 
Bridges

Md. Abdus Sabur Roads and Highways Department
Abu Saleh Md. Nuruzzaman Roads and Highways Department
Md. Saidul Haque Roads and Highways Department
Rehana Haque Roads and Highways Department
Mohammad Akbar Hossain 
Patwary Roads and Highways Department

A.S.M. Elias Shah Roads and Highways Department
Mahmudul Islam Khan Roads and Highways Department
Muhammad Mukhlesur Rahman Roads and Highways Department
Md. Rafiul Islam Roads and Highways Department
Fariha Azam Roads and Highways Department
辰巳 正明 ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ
吉原 俊治 ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ
Ting Yan Stanley Kam ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ
竹内 友昭 ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ
達見 行智 ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ
Ghosh Prosensit Kumar ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ
黒江 博信 ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ
安原 義人 ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ
松浦 光男 ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ
保田 雅彦 大日本コンサルタント
室井 進次 大日本コンサルタント
藤田 孝之 大日本コンサルタント
上村 博文 大日本コンサルタント
秋庭 司 大日本コンサルタント
高田 壮進 大日本コンサルタント

牧野 和夫 大日本コンサルタント
片岡 一夫 日本構造橋梁
瀬木 正 日本構造橋梁
倉石 功人 日本構造橋梁
小西 俊之 日本構造橋梁
林 浩二 日本構造橋梁
齋藤 正樹 片平インターナショナル
高橋 雅美 片平インターナショナル
松岡 清作 片平インターナショナル
田部 元太 大林組
川崎 隆 大林組
桝谷 竜也 大林組
塩崎 哲也 大林組
宗 慎也 大林組
冨永 圭司 大林組
川口 康 大林組
高田 将史 大林組
一本松 努 大林組
江崎 篤 大林組
新倉 一郎 大林組
小野 雄介 大林組
石黒 史音 大林組
岡本 章太 大林組
今坂 剛大 大林組
小坂 英二 大林組
藤守 真治 大林組
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貢献された技術者のお名前

(10)プロジェクト名：
カチプール・メグナ・グムティ新橋建設及び旧橋改修工事

福岡 良典 清水建設
麻生 大策 清水建設
磯田 将 清水建設
大島 知幸 清水建設
小栗 昭三 清水建設
貝谷 敦史 清水建設
小林 知光 清水建設
佐々木 哲 清水建設
佐々木 直之 清水建設
谷本 雅敬 清水建設
玉田 恵一 清水建設
野田 英樹 清水建設
松田 賢二 清水建設
二藤部 晃久 清水建設
齋藤 智弘 清水建設
磯部 友和 清水建設
石井 慶一郎 清水建設
梅田 靖司 清水建設
鈴木 健太 清水建設
縄野 惇郎 清水建設
朴 仁渉 清水建設
真木 直也 清水建設
猪村 康弘 JFEｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
中島 豊 JFEｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
髙橋 成幸 JFEｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
志田 周伯 JFEｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

嘉指 敦 JFEｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
工藤 勝 JFEｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
井浦 勇一 JFEｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
岩廣 真悟 JFEｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
小坂田 陽平 JFEｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
柴垣 勇己 JFEｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
清水 越百 JFEｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
小林 裕 JFEｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
前田 晃佑 JFEｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
村上 和輝 JFEｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
柿市 拓巳 JFEｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
橋本 光行 JFEｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
朝倉 功次 IHIインフラシステム
川島 秀幸 IHIインフラシステム
辻本 章光 IHIインフラシステム
皆福 慎二 IHIインフラシステム
木村 将浩 IHIインフラシステム
吉村 征宜 IHIインフラシステム
坂田 英司 IHIインフラシステム
松岡 大幾 IHIインフラシステム
得地 智信 IHIインフラシステム
滝 直也 IHIインフラシステム
松山 嘉親 IHIインフラシステム
マイナ ビクター IHIインフラシステム
宮田 朋和 IHIインフラシステム
松野 憲司 IHIインフラシステム



技術賞（Ⅱグループ）
(11)プロジェクト名：
豪雨災害により流出した高速道路本線橋の早期復旧
(高知自動車道 立川橋他災害復旧工事)

24西日本高速道路(株)四国支社，鹿島建設(株)
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貢献された技術者のお名前

(11)プロジェクト名：
豪雨災害により流出した高速道路本線橋の早期復旧
(高知自動車道 立川橋他災害復旧工事)

竹本 勝典 元西日本高速道路㈱
熊野 賢二 西日本高速道路㈱
内野 雅彦 元西日本高速道路㈱
黒川 秀樹 西日本高速道路㈱
福原 力 西日本高速道路㈱
竹縄 謙作 西日本高速道路㈱
久保井 泰博 西日本高速道路㈱
中原 浩昭 西日本高速道路㈱
本間 光夫 西日本高速道路㈱
中島 和樹 西日本高速道路㈱
荒木 龍浩 西日本高速道路㈱
田口 敬介 元西日本高速道路㈱
中野 伸二 西日本高速道路㈱
坂本 弘樹 西日本高速道路㈱
香川 佳隆 西日本高速道路㈱
平山 浩司 西日本高速道路㈱
渡邊 理智 西日本高速道路㈱

伊東 祐之 鹿島建設㈱
西松 利真 鹿島建設㈱
両角 達雄 鹿島建設㈱
川崎 文義 鹿島建設㈱
桑田 光章 鹿島建設㈱
花井 浩志 鹿島建設㈱
森本 幸二 鹿島建設㈱
酒井 高志 鹿島建設㈱
種田 久範 鹿島建設㈱
切島 弘貴 鹿島建設㈱
西野内 三昭 鹿島建設㈱
野口 英二 鹿島建設㈱
城古 豊次 鹿島建設㈱
石井 利治 鹿島建設㈱



技術賞（Ⅱグループ）
(12)プロジェクト名：
シンガポール・地下鉄トムソン線226工区

27
シンガポール陸上交通庁，大成建設(株)
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貢献された技術者のお名前

(12)プロジェクト名：シンガポール・地下鉄トムソン線226工区

橋田 薫 大成建設株式会社

多田 博光 大成建設株式会社

原 毅 大成建設株式会社

古川 徹 大成建設株式会社

渡邉 知行 大成建設株式会社

竹田 智 大成建設株式会社

森川 貴史 大成建設株式会社

坪下 健太郎 大成建設株式会社

佐藤 夏鈴 大成建設株式会社

山名 陵太 大成建設株式会社

助川 友斗 大成建設株式会社

西田 与志雄 大成建設株式会社

橋本 正 株式会社 地域地盤環境研究所



技術賞（Ⅱグループ）
(13)プロジェクト名：
浜田川総合開発事業
(新設と再開発によるハイブリッドダム事業の取り組み)

29

島根県，第二浜田ダム本体建設工事 鹿島・五洋・今井特別共同企業体，
浜田ダム再開発工事 鹿島・フクダ・祥洋特別共同企業体



技術賞（Ⅱグループ）
(14)プロジェクト名：
千本ダム堤体補強工事

31

松江市上下水道局，(一財)ダム技術センター，
中電技術コンサルタント(株) ，(株)大林組
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貢献された技術者のお名前

(14)プロジェクト名：千本ダム堤体補強工事

中倉 隆 松江市上下水道局
飯野 利昭 松江市上下水道局
福本 英生 松江市上下水道局
福島 隆宏 松江市上下水道局
川崎 秀明 （一財）ダム技術センター NPO風土工学デザイン研究所
石藤 慎吾 ㈱東北電力（旧・ダム技術センター）
澤田 裕治 島根県土木部（旧・ダム技術センター）
長野 航兵 ㈱九州電力（旧・ダム技術センター）
和泉 征良 （一財）ダム技術センター
菅 輝夫 中電技術コンサルタント(株)
岩田 直樹 中電技術コンサルタント(株)
山口 浩司 中電技術コンサルタント(株)
多久和 晃志 中電技術コンサルタント(株)
太田 親 （株）大林組 千本ダム工事事務所
森田 貴宏 （株）大林組 千本ダム工事事務所
片平 信彦 （株）大林組 山陰営業所
中根 亘 （株）大林組 生産技術本部
徳永 篤 （株）大林組 ダム技術部
稲川 雄宣 （株）大林組 技術研究所



技術賞（Ⅱグループ）
(15)プロジェクト名：
デリーメトロ都市鉄道建設プロジェクト(フェーズ1/2/3)
(インドの工事現場に安全性と効率性の意識を浸透させ、住民に
安全・安心・快適な交通手段を提供した「質の高いインフラ整備事業」)

33

デリーメトロ公社，（独）国際協力機構，国土交通省鉄道局，（株）オリ
エンタルコンサルタンツグローバル，（一社）海外鉄道技術協力協会，（
株）トーニチコンサルタント，RITES，東京地下鉄（株），（株）熊谷組
，伊藤忠商事（株），清水建設（株），三菱商事（株），三菱電機（株）
，住友商事（株），日本製鉄（株），三井物産（株），日本信号（株）
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貢献された技術者のお名前

(15)プロジェクト名：
デリーメトロ都市鉄道建設プロジェクト(フェーズ1/2/3)

Dr. MANGU SINGH Delhi Metro Rail Corporation Ltd.
財津 吉光（故人） (株) オリエンタルコンサルタンツグローバル軌道交通事業部
阿部 玲子 (株) オリエンタルコンサルタンツグローバル軌道交通事業部
鶴丸 雅徳 (株) オリエンタルコンサルタンツグローバル軌道交通事業部
山岡 一雅 (株) オリエンタルコンサルタンツグローバル軌道交通事業部
河合 伸由 (株) オリエンタルコンサルタンツグローバル軌道交通事業部
中村 信也 (株) オリエンタルコンサルタンツグローバル軌道交通事業部
Avinash Kumar Arora RITES 現：Oriental Consultants India Co., Ltd.
黒田 定明 (一社)海外鉄道技術協力協会
伊東 岳明 東京地下鉄株式会社
松本 高之 清水建設株式会社 土木国際支店 土木生産計画部 部長
大楽 正典 熊谷組 現：株式会社TECインターナショナル
芳川 久洋 熊谷組 現：株式会社パデコ
竹林 稔雄 熊谷組 現：日本創計株式会社
生駒 尚己 熊谷組 現：株式会社IHIプラント
池田 龍也 熊谷組 現：鹿島建設株式会社
大澤 伸男 ㈱トーニチコンサルタント 海外事業部
荒井 八郎 日本信号(株)  国際事業部 デリーメトロ8号線プロジェクト
荻原 浩史 日本信号(株)  国際事業部 デリーメトロ9号線プロジェクト
平賀 秀樹 日本信号(株)  国際事業部 デリーメトロ10号線プロジェクト
小渕 功 日本信号(株)  国際事業部 デリーメトロ11号線プロジェクト
篠崎 勇治 日本信号(株)  国際事業部 デリーメトロ12号線プロジェクト
土井 秀一 日本信号(株)  国際事業部 デリーメトロ13号線プロジェクト



技術賞（Ⅱグループ）
(16)プロジェクト名：
那覇空港滑走路増設事業

35

内閣府沖縄総合事務局那覇港湾・空港整備事務所
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貢献された技術者のお名前

(16)プロジェクト名：那覇空港滑走路増設事業

酒井 洋一 那覇港湾・空港整備事務所長
坂 克人 那覇港湾・空港整備事務所長
坂井 功 那覇港湾・空港整備事務所長
原田 卓三 那覇港湾・空港整備事務所長
與那覇 健次 那覇港湾・空港整備事務副所長
前川 進 那覇港湾・空港整備事務副所長
石嶺 隆二 那覇港湾・空港整備事務副所長
野谷 斎 五洋建設（株）
原田 信 五洋建設（株）
上野 素史 若築建設（株）
太田 功 若築建設（株）
青山 政一 東洋建設（株）
大木 功 東洋建設（株）
市村 明 あおみ建設（株）
茅野 文秋 あおみ建設（株）
目堅 雅也 東亜建設工業（株）
枡野 保博 東亜建設工業（株）

寺地 達也 りんかい日産建設（株）
村田 勝次 りんかい日産建設（株）
福田 光夫 みらい建設工業（株）
真殿 秀之 みらい建設工業（株）
塚本 和也 世紀東急工業（株）
有山 友滋 世紀東急工業（株）
中野 則夫 (一財)沿岸技術研究センター
森 晴夫 (一財)沿岸技術研究センター
首藤 啓 (一財)みなと総合研究財団
渡辺 健太郎 (一財)みなと総合研究財団
斎藤 信之 いであ（株）
田端 重夫 いであ（株）
藤森 修吾 日本工営（株）
清成 竜太 日本工営（株）
鈴木 信夫 パシフィックコンサルタント㈱
三浦 健悟 パシフィックコンサルタント㈱



技術賞（Ⅱグループ）
(17)プロジェクト名：
東京駅北通路周辺整備(旅客流動の変化に対応した北通路拡幅および既設
構造物を活用した利便性の高い新たな空間の創出)

37
東日本旅客鉄道(株)，JR東日本コンサルタンツ(株)， (株)大林組
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貢献された技術者のお名前

(17)プロジェクト名：東京駅北通路周辺整備(旅客流動の変化に対応した
北通路拡幅および既設構造物を活用した利便性の高い新たな空間の創出)

辻 浩一 東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務所 東京ターミナル
久保 晶彦 東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務所 東京ターミナル
鈴木 聡 東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務所 東京工事区
小島 大輔 東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務所 東京工事区
西村 嘉章 東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務所 東京工事区
米田 慶太 株式会社大林組 東京本店 東京駅土木工事事務所
陣野 真弘 株式会社大林組 東京本店 東京駅土木工事事務所
鈴木 雄太 株式会社大林組 東京本店 東京駅土木工事事務所
山本 夕香 株式会社大林組 東京本店 東京駅土木工事事務所
松山 大介 JR東日本コンサルタンツ株式会社 技術第一部
鈴木 孝典 JR東日本コンサルタンツ株式会社 技術第一部
尾木 和人 JR東日本コンサルタンツ株式会社 社会インフラ部
小関 聡一郎 JR東日本コンサルタンツ株式会社 鋼構造設計部
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