
土木学会
令和３年度

技術賞（Ⅰグループ）

貢献された技術者のお名前



技術賞（Ⅰグループ）
(1)業績名：
オールプレキャストによるPC合成桁橋の床版取替え技術の開発と急速
施工(中央自動車道上田川橋における「キャップスラブ」工法の適用)

2
中日本高速道路(株)名古屋支社，(株)大林組
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(1)業績名：オールプレキャストによるPC合成桁橋の床版取替え技術
の開発と急速施工

貢献された技術者のお名前
檜作 正登 中日本高速道路株式会社
後藤 健二 中日本高速道路株式会社
赤穂 健斗 中日本高速道路株式会社
池端 信哉 中日本高速道路株式会社
内田 雅一 中日本高速道路株式会社
大場 誠道 株式会社大林組
富永 高行 株式会社大林組
仲田 宇史 株式会社大林組
三田村 健二 株式会社大林組
小林 右京 株式会社大林組
侯 陳偉 株式会社大林組
小坂 準一 株式会社大林組
碓井 真一郎 株式会社大林組
梶原 寛司 株式会社大林組
坂田 圭信 株式会社大林組
天野 寿宣 株式会社大林組



技術賞（Ⅰグループ）
(2)業績名：
生産性向上と工期短縮を実現したフルプレキャストラーメン高架橋の
建設(北陸新幹線，福井開発高架橋)

4
(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構北陸新幹線建設局，(株)大林組
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(2)業績名：生産性向上と工期短縮を実現したフルプレキャストラーメ
ン高架橋の建設(北陸新幹線，福井開発高架橋)

貢献された技術者のお名前
鳥山 博樹 （独）鉄道・運輸機構 北陸新幹線建設局 福井工事部長
萩原 秀樹 （独）鉄道・運輸機構 北海道新幹線建設局 次長
芳賀 康司 （独）鉄道・運輸機構 北陸新幹線建設局 福井工事部 工事第五課長
中西 孝治 （独）鉄道・運輸機構 東京支社 工事部 工事第三課長
久保 達彦 （独）鉄道・運輸機構 北陸新幹線建設局 福井鉄道建設所長
山根 秀則 （独）鉄道・運輸機構 北海道新幹線建設局 工事第五課長補佐
玉本 学也 （独）鉄道・運輸機構 北陸新幹線建設局 調査部 担当課長
和田 一範 （公財）鉄道総合技術研究所 鉄道地震工学研究センター 地震応答制御研究室
速瀬 裕一 （株）大林組 大阪本店 土木事業部 担当部長
羽田 武司 （株）大林組 大阪本店 土木事業部 統括部長
山浦 克仁 （株）大林組 大阪本店 土木事業部 統括部長
木村 方哉 （株）大林組 大阪本店 土木事業部 工事第二部 部長
砂野 博行 （株）大林組 大阪本店 福井開発高架橋ＪＶ工事事務所 所長
向川 政明 （株）大林組 大阪本店 福井開発高架橋ＪＶ工事事務所 副所長
稲田 耕次 （株）大林組 大阪本店 福井開発高架橋ＪＶ工事事務所 副所長
加藤 健生 （株）大林組 大阪本店 福井開発高架橋ＪＶ工事事務所 工事長
光森 章 （株）大林組 大阪本店 福井開発高架橋ＪＶ工事事務所 工事長
喜多 直之 （株）大林組 生産技術本部 設計第一部 担当部長
三倉 寛明 （株）大林組 生産技術本部 設計第一部 担当課長



技術賞（Ⅰグループ）
(3)業績名：
国内初となる山岳トンネルにおける遠隔技術を活用したICT施工
(玉島笠岡道路六条院トンネル工事)

6国土交通省中国地方整備局岡山国道事務所，(株)安藤・間
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(3)業績名：国内初となる山岳トンネルにおける遠隔技術を活用した
ICT施工(玉島笠岡道路六条院トンネル工事)

貢献された技術者のお名前
富田 貴敏 国土交通省 中国地方整備局 岡山国道事務所長

福田 幹夫 国土交通省 中国地方整備局 岡山国道事務所 建設監督官

森田 亨 （株）安藤・間 広島支店 六条院トンネル作業所 現場代理人

木戸 英次郎 （株）安藤・間 広島支店 六条院トンネル作業所 監理技術者

白川 武 （株）安藤・間 広島支店 六条院トンネル作業所

猪口 貴広 （株）安藤・間 広島支店 六条院トンネル作業所

益本 侑弥 （株）安藤・間 広島支店 六条院トンネル作業所

田之上 久倫 （株）安藤・間 広島支店 六条院トンネル作業所

谷口 裕史 （株）安藤・間 建設本部 先端技術開発部長

谷口 翔 （株）安藤・間 建設本部 先端技術開発部 土木技術開発グループ長

鶴田 亮介 （株）安藤・間 建設本部 先端技術開発部 土木技術開発グループ

池村 幹生 （株）安藤・間 建設本部 先端技術開発部 土木技術開発グループ

河邉 信之 （株）安藤・間 建設本部 土木技術統括部 技術第三部長

日向 哲朗 （株）安藤・間 建設本部 土木技術統括部 技術第三部 トンネルグループ長

天童 涼太 （株）安藤・間 建設本部 土木技術統括部 技術第三部 トンネルグループ



技術賞（Ⅰグループ）
(4)業績名：
国道１０６号磯鶏地区道路工事，NATM管理システム・覆工モニタリ
ングシステムを活用したトンネル工事

8
国土交通省東北地方整備局三陸国道事務所，大成建設(株)東北支店
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(4)業績名：国道１０６号磯鶏地区道路工事，NATM管理システム・覆
工モニタリングシステムを活用したトンネル工事

貢献された技術者のお名前
庄司 彰 三陸国道事務所
佐藤 寛之 三陸国道事務所宮古西維持出張所
赤石 広秋 三陸国道事務所宮古西維持出張所
山下 勝紀 大成建設 国道１０６号磯鶏地区道路工事 現場代理人
三谷 一貴 同上（元） 監理技術者
鹿島 啓示 同上（元） 監理技術者
石原 弘樹 同上（元） 担当技術者
加藤 三郎 同上（元） 担当技術者
小林 珠祐 同上（元） 担当技術者
イム ソンギュ 同上（元） 担当技術者
福島 淳平 同上（元） 担当技術者
山下 陸 同上（元） 担当技術者
浅井 丞 同上（元） 担当技術者
坂本 創 同上（元） 担当技術者



技術賞（Ⅰグループ）
(5)業績名：
国内初となる災害現場における砂防堰堤自動化施工
(赤谷3号砂防堰堤工事)

10

国土交通省近畿地方整備局紀伊山系砂防事務所・大規模土砂災害対策
技術センター，鹿島建設(株)関西支店
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(5)業績名：国内初となる災害現場における砂防堰堤自動化施工
(赤谷3号砂防堰堤工事)
貢献された技術者のお名前

山本 悟司 国土交通省近畿地方整備局紀伊山系砂防事務所
田村 友秀 国土交通省近畿地方整備局紀伊山系砂防事務所
上田 成人 国土交通省近畿地方整備局紀伊山系砂防事務所
古江 智博 国土交通省近畿地方整備局紀伊山系砂防事務所
鷹啄 泰充 国土交通省近畿地方整備局紀伊山系砂防事務所
江口 健治 鹿島建設㈱関西支店赤谷工事事務所
森田 真幸 鹿島建設㈱関西支店赤谷工事事務所
松本 健太郎 鹿島建設㈱関西支店赤谷工事事務所
渡辺 大貴 鹿島建設㈱関西支店赤谷工事事務所
浜本 研一 鹿島建設㈱技術研究所
小野 かよこ 鹿島建設㈱土木管理本部土木技術部
堂本 聖司 鹿島建設㈱土木管理本部工務部造成グループ
小澤 一喜 鹿島建設㈱土木管理本部工務部造成グループ
大津 祐一 鹿島建設㈱土木管理本部工務部造成グループ
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(5)業績名：国内初となる災害現場における砂防堰堤自動化施工
(赤谷3号砂防堰堤工事)
貢献された技術者のお名前

加藤 康生 鹿島建設㈱関東支店土木部
三浦 悟 鹿島建設㈱機械部自動化推進室
中川 和歩 鹿島建設㈱機械部自動化推進室
小松 慎太郎 鹿島建設㈱機械部自動化推進室
石津 諒太 鹿島建設㈱機械部自動化推進室
船迫 俊雄 鹿島建設㈱機械部生産機械技術グループ
青野 隆 鹿島建設㈱機械部生産機械技術グループ
増村 浩一 鹿島建設㈱機械部生産機械技術グループ
伊勢 卓矢 鹿島建設㈱機械部生産機械技術グループ
大原 伸浩 鹿島建設㈱機械部生産機械技術グループ
是永 明日香 鹿島建設㈱機械部生産機械技術グループ
土井原 美桜 鹿島建設㈱機械部生産機械技術グループ
高橋 正樹 鹿島建設㈱関西支店新名神田上枝工事事務所



技術賞（Ⅰグループ）
(6)業績名：
急曲線ホームの解消による都心ターミナル駅の安全性向上
‐徹底した機械化施工によるＪＲ飯田橋駅ホーム移設工事‐

13

東日本旅客鉄道(株)東京工事事務所，鉄建建設・前田建設共同企業体，東
鉄工業(株)東京線路支店東京軌道工事所，ＪＲ東日本コンサルタンツ(株)
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(6)業績名：急曲線ホームの解消による都心ターミナル駅の安全性向上
‐徹底した機械化施工によるＪＲ飯田橋駅ホーム移設工事‐

貢献された技術者のお名前
園田 弘世 東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務所 山手課
武田 嘉雄 東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務所 山手課
伊是名 亮太 東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務所 山手課
佐藤 学 東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務所 山手課
多川 景子 東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務所 山手課
長嶋 秀幸 東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務所 操軌課
坂本 渉 東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務所 操軌課
大原 朋之 東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務所 操軌課
飯塚 直人 東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務所 操軌課
中野 泰伸 東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務所 上野工事区
鈴木 吉昭 東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務所 上野工事区
本波 和也 東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務所 上野工事区
中野 和也 東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務所 上野工事区
岩田 裕太 東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務所 上野工事区
堀江 章久 鉄建・前田建設共同企業体 JV飯田橋駅作業所
新村 将隆 鉄建・前田建設共同企業体 JV飯田橋駅作業所
成岡 聡介 鉄建・前田建設共同企業体 JV飯田橋駅作業所
小山 和隆 東鉄工業株式会社 東京線路支店 東京軌道工事所
北原 友介 東鉄工業株式会社 東京線路支店 東京軌道工事所
嶋田 敦 JR東日本コンサルタンツ株式会社 技術本部 技術第二部



技術賞（Ⅰグループ）
(7)業績名：
大都市部の大深度地下構造物構築における高品質確保のための
施工上の工夫

15
東京都第一建設事務所環二工事課，大成建設(株)東京支店作業所



16

(7)業績名：大都市部の大深度地下構造物構築における
高品質確保のための施工上の工夫
貢献された技術者のお名前

鵜沼 亮 東京都第一建設事務所

古池 章紀 大成・大日本・徳倉建設共同企業体
現場代理人兼監理技術者

和家 由宜 同上 監理技術者
中村 壽和 同上 主任技術者
富吉 庄二 同上 主任技術者
塩野 寛之 同上 工事主任
生井 康丈 同上(元)現場代理人
渡邉 健一 同上(元)工事係
山上 順民 大成建設（株）技術センター



技術賞（Ⅰグループ）
(8)業績名：
先進技術の活用による道路橋床版更新の高度化(阪神高速12号守口線
床版更新工事へのHydro‐Jet RD工法と平板型UFC床版の適用)

17

阪神高速道路(株)管理本部，飛島建設(株)大阪支店，鹿島建設(株)関西支店
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(8)業績名：先進技術の活用による道路橋床版更新の高度化(阪神高速
12号守口線床版更新工事へのHydro‐Jet RD工法と平板型UFC床版の適用)

貢献された技術者のお名前
渡邊 尚夫 阪神高速道路(株)
鈴木 浩一 阪神高速道路(株)
佐々木 一則 阪神高速道路(株)
吉原 聡 阪神高速道路(株)
中筋 浩 阪神高速道路(株)
大池 岳人 阪神高速道路(株)
村上 陽二郎 阪神高速道路(株)
渡辺 真介 阪神高速道路(株)
桐間 幸啓 阪神高速道路(株)
中川 紀雄 阪神高速道路(株)
橋爪 大輔 阪神高速道路(株)
山名 宗之 阪神高速道路(株)
藤原 理絵 阪神高速道路(株)
鈴木 英之 阪神高速道路(株)
越野 まやか 阪神高速道路(株)
東 三千春 阪神高速道路(株)
河野 康史 阪神高速道路(株)
大西 和行 阪神高速道路(株)
岩里 泰幸 阪神高速道路(株)
川﨑 雅和 阪神高速道路(株)
山田 丈二 阪神高速技研(株)
川端 康夫 飛島建設(株)
佐竹 康伸 飛島建設(株)
石塚 健一 飛島建設(株)
北 倫彦 飛島建設(株)
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(8)業績名：先進技術の活用による道路橋床版更新の高度化(阪神高速
12号守口線床版更新工事へのHydro‐Jet RD工法と平板型UFC床版の適用)

貢献された技術者のお名前
西田 信 飛島建設(株)
中山 佳久 飛島建設(株)
長谷川 貴哉 飛島建設(株)
平間 昭信 飛島建設(株)
下村 裕二 飛島建設(株)
笠井 克祥 飛島建設(株)
吉田 啓助 第一カッター興業(株)
倉田 正一郎 第一カッター興業(株)
菅原 雄哉 第一カッター興業(株)
上野 淳人 (株)オリエンタルコンサルタンツ
齋藤 公生 鹿島建設(株)
村岸 聖介 鹿島建設(株)
菅野 雄彦 鹿島建設(株)
佐藤 廣直 鹿島建設(株)
熊部 淳 鹿島建設(株)
藤代 勝 鹿島建設(株)
中西 正継 鹿島建設(株)
切山 貴文 鹿島建設(株)
一宮 利通 鹿島建設(株)
永井 勇輔 鹿島建設(株)
小嶋 進太郎 鹿島建設(株)
渡邊 有寿 鹿島建設(株)
高木 智子 鹿島建設(株)
荒川 遥 鹿島建設(株)
三室 恵史 鹿島建設(株)



技術賞（Ⅰグループ）
(9)業績名：
河川工事におけるCIM適用による生産性向上及び出来形・品質管理の
高度化(H29‐32荒川宗岡副水路樋管新設工事)

20
国土交通省関東地方整備局荒川上流河川事務所，大成建設(株)
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(9)業績名：河川工事におけるCIM適用による生産性向上及び出来形・
品質管理の高度化(H29‐32荒川宗岡副水路樋管新設工事)

貢献された技術者のお名前

藤本 雄介 前国土交通省関東地方整備局 荒川上流河川事務所 事務所長

代島 昌泰 国土交通省関東地方整備局 荒川上流河川事務所 西浦和出張所 所長

生山 洋平 前国土交通省関東地方整備局 荒川上流河川事務所 西浦和出張所 係長

大西 雅也 大成建設株式会社 関東支店 宗岡副水路堤外部下流外工事作業所

保坂 遼平 大成建設株式会社 関東支店 R2圏央道利根川橋下部その1工事作業所

松葉 保孝 大成建設株式会社 営業総本部 土木営業本部 公共営業部

木暮 睦 大成建設株式会社 土木本部 土木技術部 建設ICT推進室

豊田 由仁 大成建設株式会社 土木本部 土木技術部 建設ICT推進室



技術賞（Ⅰグループ）
(10) 業績名：
川俣ダム岩盤PSアンカー更新における技術革新
(ロックアンカーによる岩盤補強技術の確立)

22

国土交通省関東地方整備局鬼怒川ダム統合管理事務所，
(一財)ダム技術センター，日本工営(株)，(株)大林組
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(10)業績名：川俣ダム岩盤PSアンカー更新における技術革新
(ロックアンカーによる岩盤補強技術の確立)

貢献された技術者のお名前
丸山 日登志 国土交通省 関東地方整備局 鬼怒川ダム統合管理事務所
斎藤 充則 国土交通省 関東地方整備局 鬼怒川ダム統合管理事務所
中澤 高廣 国土交通省 関東地方整備局 鬼怒川ダム統合管理事務所
上原 浩明 国土交通省 関東地方整備局 鬼怒川ダム統合管理事務所
金子 裕司 国土交通省 関東地方整備局 鬼怒川ダム統合管理事務所
川崎 秀明 一般財団法人 ダム技術センター
梅園 拓磨 一般財団法人 ダム技術センター
森下 雅広 元 一般財団法人 ダム技術センター
江藤 等 日本工営 株式会社
服部 一成 日本工営 株式会社
中村 浩之 日本工営 株式会社
大橋 広治 日本工営 株式会社
沼田 宏一 日本工営 株式会社
菊地 智 日本工営 株式会社
山本 彰 株式会社 大林組
内藤 明 株式会社 大林組
中根 亘 株式会社 大林組
北村 広志 株式会社 大林組
梅川 義則 株式会社 大林組
徳永 篤 株式会社 大林組
柱 征宏 株式会社 大林組
遠藤 真 株式会社 大林組
稲川 雄宣 株式会社 大林組



技術賞（Ⅰグループ）
(11) 業績名：
蛇紋岩の強大地圧下における山岳トンネルの建設(一般国道40号音中
トンネル)

24

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部士別道路事務所，
清水建設(株)・伊藤組土建(株)・岩倉建設(株)共同企業体
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(11)業績名：蛇紋岩の強大地圧下における山岳トンネルの建設
(一般国道40号音中トンネル)
貢献された技術者のお名前

山﨑 英雄 国土交通省 北海道開発局 札幌開発建設部 道路設計管理官付 道路設計官
小川 修 国土交通省 北海道開発局 旭川開発建設部 道路整備保全課 上席道路整備保全専門官
山田 剛史 国土交通省 北海道開発局 小樽開発建設部 小樽道路事務所第３工務課 事業専門官
鹿嶋 辰紀 国土交通省 北海道開発局 札幌開発建設部 岩見沢道路事務所第２工務課 第１工務係長
高橋 民雄 国土交通省 北海道開発局 室蘭開発建設部 苫小牧道路事務所第２工務課 第１工務係
伊原 広明 清水建設株式会社
松尾 勝司 清水建設株式会社
浅海 綾一 清水建設株式会社
大坪 宏行 清水建設株式会社
大久保 征一郎 清水建設株式会社
箱崎 朝人 清水建設株式会社
久保 則雄 清水建設株式会社
松村 直樹 清水建設株式会社
藤井 攻 清水建設株式会社
設楽 幸司 清水建設株式会社
末田 将大 清水建設株式会社
石川 達也 清水建設株式会社
佐久間 祐気 清水建設株式会社
西山 直登 清水建設株式会社
長谷 陵平 清水建設株式会社
後藤 良太 清水建設株式会社
鈴木 功太 清水建設株式会社
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(11)業績名：蛇紋岩の強大地圧下における山岳トンネルの建設
(一般国道40号音中トンネル)
貢献された技術者のお名前

波柴 拓也 清水建設株式会社
増森 裕太郎 清水建設株式会社
小野 健弘 清水建設株式会社
小泉 雅史 清水建設株式会社
森田 圭一 清水建設株式会社
登坂 直紀 清水建設株式会社
金岡 幹 清水建設株式会社
征矢 雅弘 清水建設株式会社
垣見 康介 清水建設株式会社
福田 毅 清水建設株式会社
淡路 動太 清水建設株式会社
矢部 幸男 清水建設株式会社
東芦谷 謙 清水建設株式会社
今里 光紀 清水建設株式会社
吉河 秀郎 清水建設株式会社
煤田 昌也 伊藤組土建株式会社
佐藤 隆紀 伊藤組土建株式会社
清水 潤一 伊藤組土建株式会社
寺下 敏博 伊藤組土建株式会社
西村 希典 岩倉建設株式会社
工藤 大輔 岩倉建設株式会社
栗林 洋佑 岩倉建設株式会社



技術賞（Ⅰグループ）
(12) 業績名：
札幌市清田区里塚地区における市街地復旧事業

27

札幌市建設局市街地復旧推進室，五洋・伊藤特定共同企業体，(株)復建技
術コンサルタント，札幌市清田区里塚地区市街地復旧技術検討会議，札幌
市清田区里塚地区の復旧に係る技術的アドバイザー，北見工業大学地域と
歩む防災研究センター
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(12)業績名：札幌市清田区里塚地区における市街地復旧事業
貢献された技術者のお名前

櫻井 英文 札幌市建設局市街地復旧推進室
須志田 健 札幌市建設局市街地復旧推進室
江澤 幸介 札幌市建設局市街地復旧推進室
西山 健一 札幌市建設局市街地復旧推進室
曽我部 幸平 札幌市建設局市街地復旧推進室
佐々木 将仁 札幌市建設局市街地復旧推進室
山本 淳司 札幌市建設局市街地復旧推進室
藤永 壮毅 札幌市建設局市街地復旧推進室
鈴木 定義 五洋建設株式会社
堤 彩人 五洋建設株式会社
山本 敦 五洋建設株式会社
馬場 秀貴 伊藤組土建株式会社
佐藤 真吾 株式会社復建技術コンサルタント
羽生 こずえ 株式会社復建技術コンサルタント
山口 秀平 株式会社復建技術コンサルタント
渡邉 一弘 国土交通省 国土技術政策総合研究所
佐々木 哲也 国立研究開発法人 土木研究所
林 宏親 国立研究開発法人 土木研究所 寒地土木研究所
橋本 聖 国立研究開発法人 土木研究所 寒地土木研究所
丸山 記美雄 国立研究開発法人 土木研究所 寒地土木研究所
石川 達也 国立大学法人 北海道大学
渡部 要一 国立大学法人 北海道大学
山下 聡 国立大学法人 北見工業大学
川尻 峻三 国立大学法人 北見工業大学
川口 貴之 国立大学法人 北見工業大学



技術賞（Ⅰグループ）
(13) 業績名：
デジタル技術を活用した技術伝承によるダムコンクリート打設効率の
向上(椛川ダム本体建設工事)

29
香川県河川砂防課，大成・飛島・村上特定建設工事共同企業体
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(13)業績名：デジタル技術を活用した技術伝承による
ダムコンクリート打設効率の向上(椛川ダム本体建設工事)

貢献された技術者のお名前

鴨居 隆 香川県土木部河川砂防課 ダムグループ

黒羽 陽一郎 大成建設本社土木本部土木技術部ダム技術室

原山 之克 大成建設四国支店和食ダム本体工事

小林 雅幸 大成建設関東支店南摩ダム本体建設工事

大内田 昌史 大成建設関東支店南摩ダム本体建設工事

片山 三郎 大成建設本社技術センター生産技術部スマート技術開発室

太田 兵庫 大成建設本社技術センター生産技術部スマート技術開発室

畠山 峻一 大成建設本社土木本部土木技術部ダム技術室

石井 喬之 大成建設本社技術センター生産技術部スマート技術開発室



技術賞（Ⅰグループ）
(14) 業績名：
橋梁工事における生産性向上の実現(鋼管・コンクリート複合構造橋脚
の採用，柱頭部施工の合理化ほか)

31
中日本高速道路(株)東京支社，(株)大林組東京本店
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(14)業績名：橋梁工事における生産性向上の実現
(鋼管・コンクリート複合構造橋脚の採用，柱頭部施工の合理化ほか)

貢献された技術者のお名前
川上 哲治 中日本高速道路株式会社
川尻 克利 中日本高速道路株式会社
高橋 秀武 中日本高速道路株式会社
関田 晶生 中日本高速道路株式会社
大場 誠道 株式会社 大林組
岩城 孝之 株式会社 大林組
坪倉 辰雄 株式会社 大林組
釘宮 晃一 株式会社 大林組
梶原 尚平 株式会社 大林組
石田 知子 株式会社 大林組
太田 健司 株式会社 大林組
藤井 健史 株式会社 大林組
永江 祥治 株式会社 大林組
飯谷 隆 株式会社 大林組
濱田 啓司 株式会社 大林組
石橋 知幸 株式会社 大林組
中村 裕史 株式会社 大林組
木須 芳男 株式会社 大林組
丹羽 崇 株式会社 大林組
玉井 礼子 株式会社 大林組
中井 章人 株式会社 大林組
翠 丈志 株式会社 大林組
柴田 剛志 株式会社 大林組
白井 聡 株式会社 大林組
尾内 陽介 株式会社 大林組


