
土木学会
令和３年度

技術賞（IIグループ）

貢献された技術者のお名前



技術賞（Ⅱグループ）
(1)プロジェクト名：
小石原川ダムの建設
～コア盛立における新たな品質管理手法開発への挑戦～

34

(独)水資源機構
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(1)プロジェクト名：小石原川ダムの建設
～コア盛立における新たな品質管理手法開発への挑戦～

貢献された技術者のお名前
有馬 慎一郎 独立行政法人水資源機構
坂本 博紀 独立行政法人水資源機構
桜庭 博司 独立行政法人水資源機構
田中 英晶 独立行政法人水資源機構
中野 春男 独立行政法人水資源機構
仲道 貴士 独立行政法人水資源機構
夏目 浩和 独立行政法人水資源機構
奈良 洋幸 独立行政法人水資源機構
前田 俊郎 独立行政法人水資源機構
宮崎 智也 独立行政法人水資源機構
村田 裕 独立行政法人水資源機構
伊阪 大輔 鹿島建設株式会社
山脇 健治 鹿島建設株式会社
伊藤 寧 鹿島建設株式会社
松本 孝矢 鹿島建設株式会社
小林 弘明 鹿島建設株式会社
古賀 敏明 株式会社 竹中土木
石松 宗一郎 株式会社 竹中土木
吉永 晴哉 株式会社 竹中土木
津田 賢二 三井住友建設株式会社
糠谷 勝彦 三井住友建設株式会社



技術賞（Ⅱグループ）
(2)プロジェクト名：
横浜港南本牧ふ頭ＭＣ４コンテナターミナル整備事業
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国土交通省関東地方整備局京浜港湾事務所，横浜市港湾局，
横浜川崎国際港湾(株)



技術賞（Ⅱグループ）
(3)プロジェクト名：
東京港中央防波堤外側地区国際海上コンテナターミナル整備事業
(Ｙ２)

37

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，東京港埠頭(株)



技術賞（Ⅱグループ）
(4)プロジェクト名：
平成26年8月20日広島土砂災害緊急事業
(安心・安全な生活基盤を確保するための砂防事業の取り組み)

38
国土交通省中国地方整備局広島西部山系砂防事務所
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(4)プロジェクト名：平成26年8月20日広島土砂災害緊急事業
(安心・安全な生活基盤を確保するための砂防事業の取り組み)

貢献された技術者のお名前

横尾和久 広島豪雨土砂災害対策現地推進室（室長）

嶋谷昌次 広島豪雨土砂災害対策推進室（室長）



技術賞（Ⅱグループ）
(5)プロジェクト名：
モンゴル国新ウランバートル国際空港建設・運営事業

40

国土交通省航空局，(独)国際協力機構，(株)オリエンタルコンサルタン
ツグローバル，(株)梓設計，三菱商事(株)，千代田化工建設(株)，成田国
際空港(株)，日本空港ビルデング(株)，(株)JALUX，(株)野村総合研究所
，(一財)航空保安無線システム協会，(一財)航空交通管制協会
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(5)プロジェクト名：モンゴル国新ウランバートル国際空港建設・運営事業
貢献された技術者のお名前

原口 修 (株)梓設計
古越 祐二 (株)梓設計
中谷 雅実 (株)梓設計
押久保 正則 (株)梓設計
千葉 暁 (株)梓設計
早津 純 (株)梓設計
前田 公博 (株)オリエンタルコンサルタンツグローバル
日比 豪 (株)オリエンタルコンサルタンツグローバル
浦部 義博 (株)オリエンタルコンサルタンツグローバル
服部 太 千代田化工建設((株)
佐藤 郁 千代田化工建設((株)
石井 伸一 (株)野村総合研究所（当時）
益田 勝也 (株)野村総合研究所（当時）
北崎 朋希 (株)野村総合研究所（当時）
稲垣 博信 (株)野村総合研究所（当時）
片桐 悠貴 (株)野村総合研究所
水村 竹秀 (株)野村総合研究所（当時）
岩崎 勇二 (株)野村総合研究所（ストラテジック・パートナーズ(株)）
吉田 典史 成田国際空港(株)
麻生 恭弘 成田国際空港(株)（当時）
菊池 章浩 成田国際空港(株)
金谷 英生 成田国際空港(株)
高安 亮雄 成田国際空港(株)
大根 賢一 成田国際空港(株)
大平 篤 成田国際空港(株)
八重樫 彰 成田国際空港(株)
水田 拓也 成田国際空港(株)
藤平 治孝 成田国際空港(株)
布施 賢一 成田国際空港(株)
鵜ノ澤 俊也 成田国際空港(株)
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(5)プロジェクト名：モンゴル国新ウランバートル国際空港建設・運営事業
貢献された技術者のお名前

松澤 宏 成田国際空港(株)
萩原 誠 成田国際空港(株)（当時）
福島 健太 成田国際空港(株)
田中 義徳 成田国際空港(株)
上杉 倫史 成田国際空港(株)
篠村 英成 成田国際空港(株)
古作 和祥 成田国際空港(株)（エアポートメンテナンスサービス(株)）
稲垣 尚人 成田国際空港(株)（(株)NAA エレテック）（当時）
中島 寿幸 成田国際空港(株)（(株)成田エアポートテクノ）
原 一夫 成田国際空港(株)（(株)成田エアポートテクノ）
本田 慎 成田国際空港(株)（(株)成田エアポートテクノ）
中島 充裕 成田国際空港(株)（空港情報通信(株)）
秋元 一浩 成田国際空港(株)（成田空港給油施設(株)）
黒田 義明 成田国際空港(株)（日本空港給油(株)）
赤坂 明 成田国際空港(株)（(株)パデコ）（当時）
武井 涼 日本空港ビルデング(株)
志津野 譲 (株)JALUX
柴崎 富士夫 (株)JALUX
長谷部 行生 (一財)航空保安無線システム協会
原田 二郎 (一財)航空保安無線システム協会（当時）
山田 守 (一財)航空保安無線システム協会（当時）
村井 則夫 (一財)航空保安無線システム協会（当時）
久冨 輝浩 (一財)航空保安無線システム協会
角田 智子 (一財)航空保安無線システム協会
渡邊 秀夫 (一財)航空交通管制協会
原 晋司 (一財)航空交通管制協会（パシフィックコンサルタンツ(株)）
坂本 直樹 (一財)航空交通管制協会（(株)金匡）
木原 正智 JICA専門家（国土交通省）（当時）
飯島 智志 JICA専門家（公募人材）（当時）
高村 光男 JICA専門家（公募人材）（当時）
平野 棋市郎 JICA専門家（公募人材）（当時）



技術賞（Ⅱグループ）
(6)プロジェクト名：
陸前高田市震災復興事業の工事施工等に関する一体的業務

43

陸前高田市，(独)都市再生機構，陸前高田市震災復興事業共同企業体
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(6)プロジェクト名：
陸前高田市震災復興事業の工事施工等に関する一体的業務

貢献された技術者のお名前
須賀 佐重喜 陸前高田市
山田 壮史 陸前高田市
熊谷 正文 陸前高田市
菅野 誠 陸前高田市
髙橋 宏紀 陸前高田市
佐々木 功 独立行政法人都市再生機構
小田島 永和 独立行政法人都市再生機構
山地 英樹 独立行政法人都市再生機構
泉 鉄男 独立行政法人都市再生機構
西川 茂昭 独立行政法人都市再生機構
武田 啓司 独立行政法人都市再生機構
須藤 裕司 独立行政法人都市再生機構
加藤 浩久 独立行政法人都市再生機構
桑島 義也 独立行政法人都市再生機構
草場 優昭 独立行政法人都市再生機構
関 俊介 独立行政法人都市再生機構
村井 剛 独立行政法人都市再生機構
宮本 勝之 独立行政法人都市再生機構
佐光 清伸 独立行政法人都市再生機構
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(6)プロジェクト名：
陸前高田市震災復興事業の工事施工等に関する一体的業務

貢献された技術者のお名前
枝松 勲 清水建設株式会社
峯澤 孝永 清水建設株式会社
山内 義一 清水建設株式会社
小出 直剛 清水建設株式会社
江﨑 治 清水建設株式会社
山本 修一 清水建設株式会社
新津 裕士 清水建設株式会社
野田 泰弘 清水建設株式会社
小野澤 龍介 清水建設株式会社
大渕 清晴 清水建設株式会社
高木 正一 西松建設株式会社
吉岡 宣孝 西松建設株式会社
藤本 一 西松建設株式会社
大高 賢樹 西松建設株式会社
末次 達也 青木あすなろ建設株式会社
鈴木 茂夫 青木あすなろ建設株式会社
宮本 直樹 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
福田 聖次 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
島田 智浩 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
林 雅一 国際航業株式会社
山﨑 淳 国際航業株式会社
小林 二郎 国際航業株式会社
久保添 恭之 国際航業株式会社



技術賞（Ⅱグループ）
(7)プロジェクト名：
日本有数の観光地箱根における官民協力による統合的災害復旧
(箱根登山鉄道失われた鉄路の早期復活プロジェクト)
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神奈川県県土整備局，神奈川県環境農政局，箱根登山鉄道(株)，
清水建設(株)，西松建設(株)
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(7)プロジェクト名：日本有数の観光地箱根における官民協力による
統合的災害復旧(箱根登山鉄道失われた鉄路の早期復活プロジェクト)

貢献された技術者のお名前
千葉 淳 神奈川県県土整備局
高山 義明 神奈川県県土整備局
高橋 浩史 神奈川県県土整備局
荒井 俊晴 神奈川県県土整備局
加倉井 一登 神奈川県県土整備局
米山 高之 神奈川県県土整備局
平山 忍 神奈川県県土整備局
中川 洋 神奈川県県土整備局
内藤 規夫 神奈川県県土整備局
矢崎 英敏 神奈川県環境農政局
安松 慶直 神奈川県環境農政局
上山 真平 神奈川県環境農政局
斎藤 俊一 神奈川県県西地域県政総合センター
田口 修 神奈川県県西地域県政総合センター
堀田 大樹 神奈川県県西地域県政総合センター
宮原 賢一 箱根登山鉄道株式会社
椎野 隆久 箱根登山鉄道株式会社
横手 雅和 箱根登山鉄道株式会社
町田 建治郎 箱根登山鉄道株式会社
鈴木 隆弘 箱根登山鉄道株式会社
橋口 京央 箱根登山鉄道株式会社
山田 和彦 箱根登山鉄道株式会社
楓川 直道 箱根登山鉄道株式会社
兵藤 圭晃 箱根登山鉄道株式会社
本田 拓哉 箱根登山鉄道株式会社
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(7)プロジェクト名：日本有数の観光地箱根における官民協力による
統合的災害復旧(箱根登山鉄道失われた鉄路の早期復活プロジェクト)

貢献された技術者のお名前
宮崎 明久 箱根登山鉄道株式会社
神田 豊 箱根登山鉄道株式会社
稲葉 義之 箱根登山鉄道株式会社
大島 正康 清水建設株式会社
延藤 遵 清水建設株式会社
額見 吉員 清水建設株式会社（現場代理人）
南郷 健太郎 清水建設株式会社
山崎 光貴 清水建設株式会社
佐々木 章 清水建設株式会社
塚本 晃平 清水建設株式会社
深澤 弘太郎 清水建設株式会社
石黒 久嗣 清水建設株式会社
河田 雅也 清水建設株式会社
大髙 正裕 清水建設株式会社
宮元 大輔 清水建設株式会社
西藤 昌子 清水建設株式会社
有須田 朋子 清水建設株式会社
齋藤 諒平 清水建設株式会社
今井 遥平 清水建設株式会社
永津 学 西松建設株式会社(現場代理人)
門野 博 西松建設株式会社
田中 直也 西松建設株式会社
藤村 幹太 西松建設株式会社
松本 薫平 西松建設株式会社



技術賞（Ⅱグループ）
(8)プロジェクト名：
関西国際空港防災機能強化対策事業

49
関西エアポート(株)
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(8)プロジェクト名：関西国際空港防災機能強化対策事業
貢献された技術者のお名前

平石 哲也 台風21号越波等検証委員会 委員
森 信人 台風21号越波等検証委員会 委員
河合 弘泰 台風21号越波等検証委員会 委員
坪川 将丈 台風21号越波等検証委員会 委員
山路 徹 台風21号越波等検証委員会 委員

水上 純一 一般財団法人港湾空港総合技術センター
（元 新関西国際空港株式会社）

西村 大司 新関西国際空港株式会社
Benoit RULLEAU 関西エアポート株式会社
Mathieu BOUTITIE 関西エアポート株式会社
桑木 雅行 関西エアポート株式会社
江村 剛 関西エアポート株式会社
Sebastien LACOIN 関西エアポート株式会社
中谷 行男 関西エアポート株式会社
奥田 豊 関西エアポート株式会社
松井 光市 関西エアポート株式会社
池田 憲造 関西エアポート株式会社
伊藤 利加 関西エアポート株式会社
片木 聖樹 関西エアポート株式会社
瀬口 均 関西エアポート株式会社
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(8)プロジェクト名：関西国際空港防災機能強化対策事業
貢献された技術者のお名前

江川 祐輔 関西エアポート株式会社
坂本 岳志 関西エアポート株式会社
鈴木 慎也 関西エアポートテクニカルサービス株式会社
田川 浩 関西エアポートテクニカルサービス株式会社
横山 健次 関西エアポートテクニカルサービス株式会社
坂本 健治 東洋・りんかい日産 特定建設工事共同企業体
古藤 格正 東亜・みらい・本間 特定建設工事共同企業体
樺沢 健一郎 東亜建設工業株式会社
今野 光夫 東洋建設株式会社
清水 直人 五洋建設株式会社
近藤 俊弘 株式会社竹中土木
宮本 和幸 文化シヤッター株式会社
勝瑞 祐太 株式会社NIPPO
中西 明彦 株式会社安藤・間
熊谷 健蔵 パシフィックコンサルタンツ株式会社
橋本 淳 中電技術コンサルタント株式会社
米浦 大輔 復建調査設計株式会社
安部 浩史 株式会社日本港湾コンサルタント



技術賞（Ⅱグループ）
(9)プロジェクト名：
常磐自動車道４車線化事業の完成
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東日本高速道路(株)東北支社，東日本高速道路(株)東北支社仙台工
事事務所，東日本高速道路(株)東北支社いわき工事事務所，東日本
高速道路(株)東北支社いわき管理事務所
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(9)プロジェクト名：常磐自動車道４車線化事業の完成
貢献された技術者のお名前

澤田石 貞彦 東日本高速道路㈱

宮入 徹往 東日本高速道路㈱

大築 正明 東日本高速道路㈱

田之脇 良徳 東日本高速道路㈱

広瀬 剛 東日本高速道路㈱

成田 明仁 東日本高速道路㈱

田子 瑞宏 東日本高速道路㈱

小林 克久 東日本高速道路㈱



技術賞（Ⅱグループ）
(10)プロジェクト名：
東京2020大会の成功と地域社会へのレガシー継承に向けた安全・安心で
快適な旅客駅整備

54
東日本旅客鉄道(株)



55

(10)プロジェクト名：東京2020大会の成功と地域社会へのレガシー継承に
向けた安全・安心で快適な旅客駅整備

貢献された技術者のお名前
辻 浩一 東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務所
鈴木 聡 東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務所
久保 晶彦 東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務所
西村 嘉章 東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務所
大野 賢二 東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務所
星野 正 東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務所
藤澤 充哲 東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務所
今野 博史 東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務所
横山 力 東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務所
堂本 竜哉 東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務所
川人 麻紀夫 東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務所
中本 康晴 東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務所
古賀 誠 東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務所
図司 英明 東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務所
田中 永之 東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務所
園田 弘世 東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務所
岡田 尚千 東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務所
丸山 史人 東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務所
山田 啓介 東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務所
大西 一陽 東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務所
下大薗 浩 東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務所
田中 大 東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務所
藤井 裕 東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務所
鈴木 康生 東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務所
安岡 洋史 東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務所
坂本 渉 東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務所
杉田 清隆 東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務所
宮田 真之 東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務所
糸井 博之 東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務所
園部 裕樹 東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務所

竹内 美礼 東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務所
霞 誠司 東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務所
竹石 公之 東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務所
井上 信夫 東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務所
高橋 徹 東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務所
海野 直人 東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務所
玄順 貴史 東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務所
中野 泰伸 東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務所
吉川 康高 東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務所
菅野谷 敏彦 東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務所
河田 誠 東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務所
川幡 嘉文 東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務所
武田 嘉雄 東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務所
長嶋 秀幸 東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務所
本波 和也 東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務所
大久保 啓一 東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務所
石村 隆敏 東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務所
山﨑 裕史 東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務所
山中 智文 東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務所
藤岡 太造 東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務所
猿谷 賢三 東日本旅客鉄道株式会社 東京支社
秋山 保行 東日本旅客鉄道株式会社 東京支社
今井 勉 東日本旅客鉄道株式会社 東京支社
岩﨑 浩 東日本旅客鉄道株式会社 東京支社
大澤 裕之 東日本旅客鉄道株式会社 東京支社
加藤 正義 東日本旅客鉄道株式会社 東京支社
小藤田 敦士 東日本旅客鉄道株式会社 東京支社
佐々木 昭悟 東日本旅客鉄道株式会社 東京支社
篠原 良治 東日本旅客鉄道株式会社 東京支社
鈴木 延彰 東日本旅客鉄道株式会社 東京支社
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(10)プロジェクト名：東京2020大会の成功と地域社会へのレガシー継承に
向けた安全・安心で快適な旅客駅整備

貢献された技術者のお名前
忠 直樹 東日本旅客鉄道株式会社 東京支社
田中 源吾 東日本旅客鉄道株式会社 東京支社
中泉 治 東日本旅客鉄道株式会社 東京支社
成嶋 健一 東日本旅客鉄道株式会社 東京支社
松尾 伸二 東日本旅客鉄道株式会社 東京支社
矢野 直樹 東日本旅客鉄道株式会社 東京支社
石井 弘二 東日本旅客鉄道株式会社 千葉支社
香川 英司 東日本旅客鉄道株式会社 千葉支社
木下 潤一郎 東日本旅客鉄道株式会社 千葉支社
新津 正義 東日本旅客鉄道株式会社 千葉支社
松本 一人 東日本旅客鉄道株式会社 千葉支社
宮内 秀輝 東日本旅客鉄道株式会社 千葉支社
伊藤 吉行 東日本旅客鉄道株式会社 横浜支社
上床 卓也 東日本旅客鉄道株式会社 横浜支社
海沼 誠司 東日本旅客鉄道株式会社 横浜支社
塚田 堅士 東日本旅客鉄道株式会社 横浜支社
土屋 一男 東日本旅客鉄道株式会社 横浜支社
堀江 隆好 東日本旅客鉄道株式会社 横浜支社
宮田 義典 東日本旅客鉄道株式会社 横浜支社
榎本 雅之 東日本旅客鉄道株式会社 大宮支社
立花 信雄 東日本旅客鉄道株式会社 大宮支社
山村 啓一 東日本旅客鉄道株式会社 大宮支社
山本 隆雄 東日本旅客鉄道株式会社 大宮支社
橘内 真太郎 東日本旅客鉄道株式会社 仙台支社
四宮 卓夫 東日本旅客鉄道株式会社 仙台支社
林 博基 東日本旅客鉄道株式会社 仙台支社
藤江 幸人 東日本旅客鉄道株式会社 仙台支社
矢作 和之 東日本旅客鉄道株式会社 仙台支社
渡邉 敬幸 東日本旅客鉄道株式会社 仙台支社
土屋 恒治 鉄建建設株式会社

石橋 秀紀 鉄建建設株式会社
篠野 正樹 鉄建建設株式会社
梶谷 哲也 鉄建建設株式会社
小松 章良 鉄建建設株式会社
中村 幸雄 鉄建建設株式会社
栗田 敏之 鉄建建設株式会社
大竹 佑馬 鉄建建設株式会社
鳥畑 幸夫 鉄建建設株式会社
泉 宏和 鉄建建設株式会社
下坂 雅昭 鉄建建設株式会社
丸山 哲則 鉄建建設株式会社
堀江 章久 鉄建建設株式会社
新村 将隆 鉄建建設株式会社
水澤 隆 鉄建建設株式会社
冨澤 邦彦 鉄建建設株式会社
和泉 勝久 東鉄工業株式会社
秋山 雅俊 東鉄工業株式会社
古川 秀樹 東鉄工業株式会社
宮田 健太郎 東鉄工業株式会社
奥野 恭久 東鉄工業株式会社
松平 光央 東鉄工業株式会社
遠藤 良彦 東鉄工業株式会社
遠藤 章敏 東鉄工業株式会社
佐藤 琢彦 東鉄工業株式会社
今井 英樹 東鉄工業株式会社
磯前 聡 東鉄工業株式会社
陣川 博朗 東鉄工業株式会社
江藤 寛訓 東鉄工業株式会社
眞板 典大 東鉄工業株式会社
佐藤 朗民 東鉄工業株式会社
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(10)プロジェクト名：東京2020大会の成功と地域社会へのレガシー継承に
向けた安全・安心で快適な旅客駅整備

貢献された技術者のお名前
森田 健一 東鉄工業株式会社
青栁 宏 東鉄工業株式会社
坂本 浩章 東鉄工業株式会社
大久保 学 東鉄工業株式会社
船越 則人 東鉄工業株式会社
山田 悟資 東鉄工業株式会社
芝原 直輝 東鉄工業株式会社
國廣 忠之 東鉄工業株式会社
浦和 延幸 東鉄工業株式会社
芝原 直輝 東鉄工業株式会社
國廣 忠之 東鉄工業株式会社
浦和 延幸 東鉄工業株式会社
近藤 稔 東鉄工業株式会社
上野 雅昭 東鉄工業株式会社
小山 和隆 東鉄工業株式会社
北原 友介 東鉄工業株式会社
橋本 英和 ユニオン建設株式会社
松田 佑治 ユニオン建設株式会社
浅沼 伸彦 仙建工業株式会社
加藤 和男 仙建工業株式会社
新田 勝則 仙建工業株式会社
小松 豊成 株式会社交通建設
松本 竜也 株式会社交通建設
柴田 知之 鹿島建設株式会社
加納 暢彦 鹿島建設株式会社
小澤 智裕 鹿島建設株式会社
米田 慶太 株式会社大林組

陣野 真弘 株式会社大林組
福田 裕之 株式会社大林組
松木 勇太 株式会社大林組
渡辺 郁夫 株式会社大林組
奥村 聡 株式会社大林組
山田 広樹 大成建設株式会社
片山 理志 大成建設株式会社
梅田 晃寛 大成建設株式会社
武田 澄誉 大成建設株式会社
村山 眞一 大成建設株式会社
佐々木 健治 株式会社安藤・間
上村 雅彦 株式会社安藤・間
大西 典昭 JR東日本コンサルタンツ株式会社
小原 豊湖 JR東日本コンサルタンツ株式会社
狩野 重治 JR東日本コンサルタンツ株式会社
貴志 紀之 JR東日本コンサルタンツ株式会社
木村 敬 JR東日本コンサルタンツ株式会社
熊木 智宏 JR東日本コンサルタンツ株式会社
佐藤 清一 JR東日本コンサルタンツ株式会社
嶋田 敦 JR東日本コンサルタンツ株式会社
関 貴志 JR東日本コンサルタンツ株式会社
田中 亮介 JR東日本コンサルタンツ株式会社
松山 大介 JR東日本コンサルタンツ株式会社
三浦 一博 JR東日本コンサルタンツ株式会社
征木 茂 JR東日本コンサルタンツ株式会社
脇田 幸二 JR東日本コンサルタンツ株式会社
林 一朗 パシフィックコンサルタンツ株式会社
木藤 幸一郎 日本交通技術株式会社



技術賞（Ⅱグループ）
(11)プロジェクト名：
シンガポール地下鉄トムソン・イーストコースト線T207工区(高速道路
直下の岩盤土砂複合地盤における長距離シールドトンネル工事)

58シンガポール共和国政府陸上交通庁，清水建設(株)
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(11)プロジェクト名：シンガポール地下鉄トムソン・イーストコースト線
T207工区(高速道路直下の岩盤土砂複合地盤における長距離シールドトンネル工事)

貢献された技術者のお名前

辻上 修士 清水建設㈱土木技術本部
松田 道雄 清水建設㈱国際支店
佐藤 卓三 清水建設㈱土木国際支店
多川 博章 清水建設㈱土木技術本部
岡野 高之 清水建設㈱土木国際支店
大久保 明 清水建設㈱土木国際支店
古村 貴男 清水建設㈱土木国際支店
Suthiwarapirak Peerapong 清水建設㈱土木技術本部
白﨑 耕平 清水建設㈱土木技術本部
谷田 友里恵 清水建設㈱コーポレート企画室
大西 貴之 清水建設㈱土木技術本部
Ujang Kusnandar 清水建設㈱土木国際支店
Lee Khye Keat 清水建設㈱土木国際支店



技術賞（Ⅱグループ）
(12)プロジェクト名：
復興道路・復興支援道路(東日本大震災からの復興のリーディングプロジ
ェクト)

60

国土交通省東北地方整備局道路部，青森河川国道事務所，岩手河川国道
事務所，三陸国道事務所，南三陸沿岸国道事務所，仙台河川国道事務所,
福島河川国道事務所，磐城国道事務所
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(12)プロジェクト名：復興道路・復興支援道路
(東日本大震災からの復興のリーディングプロジェクト)

貢献された技術者のお名前
川瀧 弘之 元東北地方整備局道路部長
川﨑 茂信 元東北地方整備局道路部長
山田 哲也 元東北地方整備局道路部長
阿部 悟 元東北地方整備局道路部長
酒井 洋一 元東北地方整備局道路部長
久保田 一 元青森河川国道事務所長
盛谷 明弘 元青森河川国道事務所長
石塚 宗司 元青森河川国道事務所長
佐近 裕之 元青森河川国道事務所長、元岩手河川国道事務所長
巖倉 啓子 元青森河川国道事務所長
今 日出人 元岩手河川国道事務所長
髙橋 公浩 元岩手河川国道事務所長
村井 禎美 元岩手河川国道事務所長
清水 晃 元岩手河川国道事務所長
齊藤 廣見 元三陸国道事務所長
工藤 栄吉 元三陸国道事務所長
永井 浩泰 元三陸国道事務所長
田中 誠柳 元三陸国道事務所長
髙松 昭浩 元三陸国道事務所長
柴田 吉勝 元南三陸国道事務所長
佐藤 和徳 元南三陸国道事務所長
金ヶ瀬 光正 元南三陸国道事務所長
折笠 徹 元南三陸国道事務所長
舩木 仁 元南三陸国道事務所長
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(12)プロジェクト名：復興道路・復興支援道路
(東日本大震災からの復興のリーディングプロジェクト)

貢献された技術者のお名前
川崎博巳 元仙台河川国道事務所長
桜田昌之 元仙台河川国道事務所長
牧哲史 元仙台河川国道事務所長
宮田忠明 元仙台河川国道事務所長
松居茂久 元仙台河川国道事務所長
奥田 秀樹 元仙台河川国道事務所長
池口 正晃 元福島河川国道事務所長
服部 司 元福島河川国道事務所長
安部 勝也 元福島河川国道事務所長
永尾 慎一郎 元福島河川国道事務所長
石井 宏明 元福島河川国道事務所長
小浪 尊宏 元福島河川国道事務所長
松本 幸司 元磐城国道事務所長
小澤 康彦 元磐城国道事務所長
坂井 康一 元磐城国道事務所長
松田 和香 元磐城国道事務所長
菅沼 真澄 元磐城国道事務所長
小田原 雄一 東北地方整備局道路部長
一戸 欣也 青森河川国道事務所長
平井 康幸 岩手河川国道事務所長
石渡 史浩 三陸国道事務所長
五十嵐 俊一 南三陸沿岸国道事務所長
中尾 吉宏 仙台河川国道事務所長
福島 陽介 福島河川国道事務所長
入谷 貴也 磐城国道事務所長


