
【参考資料】  第１回～第35回受賞者

≪個人の部≫　（敬称略）

第１回  （昭和55年度） 第8回  （昭和63年度）

日野勉 電源開発(株) 小川侑一 日本工営(株)

石原毅 (株)大林組 谷田沢正治 (株)建設技術研究所

中村粂夫 日本工営(株) 長島敏正 朝日航洋(株)

斉田晃 (株)日本水道コンサルタント 一条一郎 (株)大林組

第2回  （昭和56年度） 第9回  （平成元年度）

青野辰雄 (株)パスコインターナショナル 小野寛 日本建設コンサルタント(株)

竹内俊雄 在ﾏﾚｲｼｱｺﾛﾝﾎﾞﾌﾟﾗﾝ専門家  豊嶋國雄 (株)ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

酒田一直 (株)ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 神谷進 日本交通技術(株)

永田恭卓 鹿島建設(株) 中村謹也 国際航業(株)バンコク支店長

第3回  （昭和57年度） 第10回  （平成2年度）

福山俊郎 (株)福山コンサルタント 澤谷一夫 日本工営(株)ｼﾞｬｶﾙﾀ事務所

石戸明 在タイコロンボプラン専門家 長牧野一成 (株)ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

村岡一男 アジア航測(株) 利岡学 (株)パスコインターナショナル

相川博嗣 青木建設(株) 城崎陸郎 清水建設(株)

第4回  （昭和58年度） 第11回  （平成3年度）

野崎次男 電源開発(株) 鈴木清 鈴木清乾地生態研究所

本島健三 国際航業(株) 岡地正幸 日本工営(株)

片瀬貴文 中央復建ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ(株) 佐藤昌男 アジア航測(株)

三宅清之 日本工営(株) 田中悦次 西松建設(株)

横山義雄 (株)大林組

第5回  （昭和59年度） 第12回  （平成4年度）

小坂国雄 住友建設(株) 佐藤敏郎 (株)ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

野口嘉通 (株)ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 廣住富夫 (株)アイ・エヌ・エー

田口義雄 鹿島建設(株) 吉田啓吉 朝日航洋(株)

篠重彦 朝日航洋(株) 前川豊 鹿島建設(株)

第6回  （昭和60年度） 第13回  （平成5年度）

渡辺宏 (株)ＥＰＤＣｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 有坂信司 日本工営(株)

笠間清美 日本建設コンサルタント(株) 土肥雅彦 (株)片平ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

西山保 鹿島建設(株) 香取佳人 (社)日本建設機械化協会

尾崎幸男 (株)パスコ 中野裕 (株)大林組

池島功 国際航業(株)

第7回  （昭和62年度） 第14回  （平成6年度）

鈴木弘道 (株)オオバ 谷口伊十生 日本工営(株)

田村正 日本工営(株) 溝畑喜由元 (社)日本建設機械化協会嘱託

敷地昭 (株)ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 平尾公一 八千代ｴﾝｼﾞﾆﾔﾘﾝｸﾞ(株)

原田一 住友建設（株） 桑田幸 日本技術開発(株)

真下茂 鹿島建設(株)



第15回  （平成7年度） 第22回  （平成15年度）

白石健次 (株)ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 石建憲章 鹿島建設(株)

田村武正 (株)ニュージェック 亀井則夫 三井住友建設(株)

初鹿野恵一 住友建設(株) 野見山維昭 日本海外コンサルタンツ(株) 

中隣環 (株)日水コン 美和彧男 (株)ｴﾇｼﾞｪｰｴｽ･ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ

三鬼綱一 (株)パスコインターナショナル

第16回  （平成9年度） 第23回  （平成16年度）

石渡昌夫 西松建設(株) 新沢正之 日本工営(株)

滝野幸雄 日本交通技術(株) 野邉隆行 日本建設コンサルタント(株) 

野中哲 日本工営(株) 日高嘉明  (株)ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

久田勇 (株)日本構造橋梁研究所 山本幸治 鹿島建設(株)

吉田健 八千代ｴﾝｼﾞﾆﾔﾘﾝｸﾞ(株)

第17回  （平成10年度） 第24回  （平成17年度）

市薗敏郎 (株)日本港湾コンサルタント 金均 (株)建設技研ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

実広登 日本建設コンサルタント(株) 高橋徹 (株)ニュージェック

立川孝 セントラルコンサルタント(株) 百瀬正敏  (株)ｴﾇｼﾞｪｰｴｽ･ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ

田中全人 (株)ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 渡辺正知 八千代ｴﾝｼﾞﾆﾔﾘﾝｸﾞ(株)

第18回  （平成11年度） 第25回  （平成18年度）

大沼茂夫 日本工営(株) 大井英臣 (独)国際協力機構客員専門員

佐澤栄一  (財)全国建設研修センター 小川雅裕 日本工営(株)

富岡慶行 (株)建設技術研究所 柿原利孝 鹿島建設(株)

久島茂明 日本建設コンサルタント(株) 鶴見英策 (株)パスコ

第19回  （平成12年度） 第26回  （平成19年度）

今井敏勝 日本建設コンサルタント(株) 埜本信一  （株）東光コンサルタンツ

竹村陽一 (株)ニュージェック 京野忠 清水建設（株）

田島重男 日本海外コンサルタンツ(株) 田中義則 八千代ｴﾝｼﾞﾆﾔﾘﾝｸﾞ（株）

藤田師三 日本工営(株) 橋本和治 日本工営（株）

第20回  （平成13年度） 第27回  （平成20年度）

遠藤和繁 日本工営(株) 清藤博俊  （株）  ＩＨＩ

鈴木隆文 (株)建設技研ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 倉並千秋  （株）パデコ

中込璋 山梨日立建機(株) 七十刈昭夫  （株）建設技研ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

三戸完五 八千代ｴﾝｼﾞﾆﾔﾘﾝｸﾞ(株) 竹林和彦 いであ（株）

第21回  （平成14年度） 第28回  （平成21年度）

枝廣喬介 (株)ニュージェック 三谷光正 (株)片平ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

鈴木隆臣 日本工営(株) 伊藤恵悟  （株）建設技研ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

田中元 (株)ﾊﾟｼｯﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 新開弘毅 日本工営（株）

永井康平 (株)日本港湾コンサルタント 山崎隆雄 清水建設（株）

水永幸二 西松建設(株)



第29回  （平成22年度） 第33回  （平成26年度）

石倉善弘  （株）横河ブリッジ 岩田隆  清水建設（株）

百瀬和文  （株）東京設計事務所 片山陽夫  日本工営（株）

早田輝俊 鹿島建設（株） 原田敬史  朝日航洋（株）

都築和夫 日本工営（株） 松久保徹郎  大成建設（株）

第30回  （平成23年度） 第34回  （平成27年度）

郡司勇  （株）ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 遠藤 信雄 (株) パデコ

廣山和臣  （株）ｴﾇｼﾞｪｰｴｽ･ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 小宮 雅嗣 八千代エンジニヤリング(株)

古堅和男 国際航業（株） 武田 治男 (株)オリエンタルコンサルタンツグローバル 

八木悦央 日本工営（株） 中川 誠 日本工営(株) 

第31回  （平成24年度） 第35回  （平成28年度）

大坪正人 鹿島建設（株） 稲見 多加夫 (株) オリエンタルコンサルタンツグローバル 

佐藤淳   （株）ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 柏崎 司郎 清水建設 (株)

中川哲 日本工営（株） 志村　 享 国際航業 (株)

西村光 ｾﾝﾄﾗﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（株） 馬場 孝治 日本工営(株)

安井 淳治 (株) 長 大

第32回  （平成25年度）

片桐英夫 日本工営（株）

川崎正三   （株）ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ

西村明 国際航業（株）

Bruce Philip Winston  （株）パデコ

松樹道一 前田建設工業（株）



≪法人の部≫

第1回  （昭和55年度） 第13回  （平成5年度）

(株)間組 日本無線(株)

(株)青木建設 (株)中庭測量コンサルタント

パシフィック航業(株) 第14回  （平成6年度）

(株)ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ (株)東京設計事務所

第2回  （昭和56年度） (株)オオバ

アジア航測(株) (株)大林組

日本工営(株) 第15回  （平成7年度）

基礎地盤コンサルタンツ(株) (株)日測

五洋建設(株) 第16回  （平成9年度）

第3回  （昭和57年度） (株)ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ

国際航業(株) (株)玉野総合コンサルタント

(株)日本港湾コンサルタント 第17回  （平成10年度）

(株)日本水道コンサルタント 該当会社なし

住友建設(株) 第18回  （平成11年度）

第4回  （昭和58年度） (株)ニュージェック

八千代エンジニヤリング(株) 第19回  （平成12年度）

朝日航洋(株) (株)建設企画コンサルタント

日本建設コンサルタント(株) 日本海外コンサルタンツ(株) 

第5回  （昭和59年度） 日本交通技術(株)

(株)片平エンジニアリング 日立建機(株)

(株)日建設計 第20回  （平成13年度）

(株)三祐コンサルタンツ 該当会社なし

不動建設(株) 第21回  （平成14年度）

第6回  （昭和60年度） 該当会社なし

(株)日さく 第22回  （平成15年度）

日本技術開発(株) (株)建設技研イ ンターナショナル

セントラルコンサルタント(株) 鹿島建設(株)

大成建設(株) 第23回  （平成16年度）

第7回  （昭和62年度） (株)エヌジェーエス･コンサルタンツ

該当会社なし 大日本土木(株)

第8回  （昭和63年度） 第24回  （平成17年度）

三洋水路測量(株) 西松建設(株)

第9回  （平成元年度） 第25回  （平成18年度）

該当会社なし ～第33回（平成26年度）

第10回  （平成2年度） 該当会社なし

(株)建設技術研究所 第34回（平成27年度）

第11回  （平成3年度） 大日本コンサルタント(株)

(株)千代田コンサルタント (株) 安藤・間

第12回  （平成4年度） 第35回（平成28年度）

日本上下水道設計(株) (株) 長　大

(株)コマツ

(株)八洲

マルマ重車輌(株)


