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　円高、貿易摩擦、あるいは財政危機、高齢化社会等々、内外ともに難しい

問題を抱えている昨今ですが、愛知県内の金属加工業界もまた、厳しい状況

にあります。その中で私共、精密板金加工業界は、これまで県内を統一する

組織もなく、県内の同業他社の動向はもとより、全国の精密板金加工業界の

動き、技術レベル、将来指向などについても情報入手が困難でした。現在の

日本経済が霧の中にある以上に、私共の霧は深いとも申せましょう。経済・

経営に明るい大手企業ですら、今後の進路については不明なところが多いと

いうことですが、私共、精密板金加工企業各社の経営の舵取りは更に厳しく

重大な局面が日一日と迫りつつあると言えます。

　このような状況をいかに打破して、次代の発展をめざしてどのように活路

を開いて行ったらよいのか ---。

　私共の共通のテーマがここにあります。

　各社が独自の施策、特徴を持って進まれることは勿論大切なことです。し

かし、それに加えて、これまで私共に欠けていた部分、つまり業界の横のつ

ながりを持つこと、そしてそのつながりの中から必要な情報や知識を得るこ

と---などもますます重要になって来ることでしょう。

　こうした観点に立って私共は、｢愛知県内の精密板金加工業界を統一する

組織を作り、技術情報・経営情報の交流、加工技術研究、経営研究、技能教

育などを積極的に推進して、新たな時代を迎えるにふさわしい体制を整えて

行こう｣という趣旨で、意を同じくすることができました。従来の各社個々

の企業活動に加えて、工業会という組織の中から生まれる有形・無形の効果

を大いに利用して、時代を切り拓いていく所存です。

　関係各位におかれましては、何卒、この趣旨をよろしくご理解戴きまして、

ご指導賜りますよう、お願い申し上げます。

　 昭和62年　6月　吉日

愛知県精密板金工業会

設立発起人代表 原　田　吉　助

（敬称略）会長 原田　吉助 （株）ハラタ

副会長 名知　義 （株）日洋工業

副会長 久保田　浩平 （資）久保田工業所

副会長 宮田　政一 宮田鈑金（株）

副会長 鬼頭　七郎 鬼頭工業（株）

副会長 岡田　銨男 （株）山岡金属工業

会計 田中　恒三 （有）田中金属品製作所

幹事 三神　毅 （株）三神鈑金工業所

幹事 大河内　充博 福助工業（株）

幹事 鈴木　宏司 （有）鈴重鉄工所

幹事 髙田　幸孝 （有）髙田製作所

幹事 岡本　喜義 （株）大東工作所

幹事 加藤　昭平 深田電機工業（株）

幹事 渡辺　久男 （株）渡辺製作所

幹事 丹羽　一男 （株）丹羽シートメタル

幹事 河村　明生 （株）河村産業所

監事 長谷川　宏之 中京金属（株）

監事 棚橋　敏光 （有）棚橋製作所

設立趣意書・初代役員


官公庁

		

		官公庁関連部門 カンコウチョウカンレンブモン

														平成２９年４月現在 ヘイセイネンガツゲンザイ

														（敬称略） ケイショウリャク

				１、愛知県産業労働部 アイチケンサンギョウロウドウブ						〒４６０－８５０１

				　　部長 ブチョウ		吉澤　隆　 ヨシザワタカシ						名古屋市中区丸の内３丁目１番２号 ナゴヤシナカクマルウチチョウメバンゴウ

				　　労政局長 ロウセイキョクチョウ		藤田　昇義　 フジタノボギ						　ＴＥＬ　052-954-6345

				　　次長 ジチョウ		岡田　守人　 オカダモリヒト						　ＦＡＸ　052-954-6976

				　　技監 ギカン		大野　博　 オオノヒロシ

				　　就業推進監 シュウギョウスイシンラン		吉田　和裕　 ヨシダカズヒロ

				２、愛知県産業労働部						〒４６０－８５０１

				　産業振興課 サンギョウシンコウカ								名古屋市中区丸の内３丁目１番２号 ナゴヤシナカクマルウチチョウメバンゴウ

				　　課長 カチョウ		太田　義孝　 オオタヨシタカ						　ＴＥＬ　052-954-6345

				　　主幹 シュカン		柴山　政明　 シバヤママサアキ						　ＦＡＸ　052-954-6976

				３、愛知県産業労働部						〒４６０－８５０１

				　労政局　産業人材育成課 ロウセイキョクサンギョウジンザイイクセイカ								名古屋市中区丸の内３丁目１番２号 ナゴヤシナカクマルウチチョウメバンゴウ

				　　課　長 カチョウ		日高　啓視　 ヒダカケイシ						　ＴＥＬ　052-954-6361

				　　技能五輪・アビリンピック推進室長 ギノウゴリンスイシンシツチョウ								　ＦＡＸ　052-954-6926

						内藤　裕司　 ナイトウユウジ

				　　主幹 シュカン		田中　栄二　 タナカエイジ

				　　主幹 シュカン		大嵜　みどり　 オオサキ

				４、愛知県職業能力開発協会 アイチケンショクギョウノウリョクカイハツキョウカイ						〒４５０－００３５

				　　事務局長 ジムキョクチョウ		久保田　勇男 クボタイサオトコ						名古屋市西区浅間２丁目３番１４号 ナゴヤシニシクアサアイダチョウメバンゴウ

				　　事務次長兼企画業務課長 ジムジチョウケンキカクギョウムカチョウ								　ＴＥＬ　052-524-2031

						加藤　英樹 カトウヒデキ						　ＦＡＸ　052-524-2036

				　　技能検定課 ギノウケンテイカ

				　　　課　長　 カチョウ		加古　章　 カコアキラ

				５、あいち産業科学技術総合センター サンギョウカガクワザジュツソウゴウ						〒４４８－００１３

				　産業技術センター サンギョウギジュツ								刈谷市恩田町１丁目１５７番１号 カリヤシオンダチョウチョウメバンゴウ

				　　　センター長 チョウ		児島　雅博　 コジママサヒロシ						　ＴＥＬ　0566-24-1841

				　　金属材料室 キンゾクザイリョウシツ								　ＦＡＸ　0566-22-8033

				　　　室　長 シツチョウ		古澤　秀雄　 フルサワヒデオ

				　　　主任研究員 シュニンケンキュウイン		清水　彰子　 シミズアキコ
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会員名簿表紙

		

				設立趣意書・会則 セツリツシュイショカイソク

				平成　２９　年　４　月 ヘイセイネンツキ

				愛知県精密板金工業会 アイチケンセイミツバンキンコウギョウカイ
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設立趣意書

								愛知県精密板金工業会 アイチケンセイミツバンキンコウギョウカイ

						設　　立　　趣　　意　　書 セツタテオモムキイショ

		　円高、貿易摩擦、あるいは財政危機、高齢化社会等々、内外ともに難しい エンダカボウエキマサツザイセイキキコウレイカシャカイトウトウナイガイムズカ

		問題を抱えている昨今ですが、愛知県内の金属加工業界もまた、厳しい状況 モンダイカカサッコンアイチケンナイキンゾクカコウギョウカイキビジョウキョウ

		にあります。その中で私共、精密板金加工業界は、これまで県内を統一する ナカワタクシドモセイミツバンキンカコウギョウカイケンナイトウイツ

		組織もなく、県内の同業他社の動向はもとより、全国の精密板金加工業界の ソシキケンナイドウギョウタシャドウコウゼンコクセイミツバンキンカコウギョウカイ

		動き、技術レベル、将来指向などについても情報入手が困難でした。現在の ウゴギジュツショウライシコウジョウホウニュウテコンナンゲンザイ

		日本経済が霧の中にある以上に、私共の霧は深いとも申せましょう。経済・ ニホンケイザイキリナカイジョウワタクシドモキリフカモウケイザイ

		経営に明るい大手企業ですら、今後の進路については不明なところが多いと ケイエイアカオオテキギョウコンゴシンロフメイオオ

		いうことですが、私共、精密板金加工企業各社の経営の舵取りは更に厳しく ワタクシドモセイミツバンキンカコウキギョウカクシャケイエイカジトサラキビ

		重大な局面が日一日と迫りつつあると言えます。 ジュウダイキョクメンヒイチニチセマイ

		　このような状況をいかに打破して、次代の発展をめざしてどのように活路 ジョウキョウダハジダイハッテンカツロ

		を開いて行ったらよいのか ---。 ヒライ

		　私共の共通のテーマがここにあります。 ワタクシドモキョウツウ

		　各社が独自の施策、特徴を持って進まれることは勿論大切なことです。し カクシャドクジセサクトクチョウモススモチロンタイセツ

		かし、それに加えて、これまで私共に欠けていた部分、つまり業界の横のつ クワワタクシドモカブブンギョウカイヨコ

		ながりを持つこと、そしてそのつながりの中から必要な情報や知識を得るこ モナカヒツヨウジョウホウチシキエ

		と---などもますます重要になって来ることでしょう。 ジュウヨウク

		　こうした観点に立って私共は、｢愛知県内の精密板金加工業界を統一する カンテンタワタクシドモアイチケンナイセイミツバンキンカコウギョウカイトウイツ

		組織を作り、技術情報・経営情報の交流、加工技術研究、経営研究、技能教 ソシキツクギジュツジョウホウケイエイジョウホウコウリュウカコウギジュツケンキュウケイエイケンキュウギノウキョウ

		育などを積極的に推進して、新たな時代を迎えるにふさわしい体制を整えて イクセッキョクテキスイシンアラジダイムカタイセイトトノ

		行こう｣という趣旨で、意を同じくすることができました。従来の各社個々 イシュシイオナジュウライカクシャココ

		の企業活動に加えて、工業会という組織の中から生まれる有形・無形の効果 キギョウカツドウクワコウギョウカイソシキナカウユウケイムケイコウカ

		を大いに利用して、時代を切り拓いていく所存です。 オオリヨウジダイキヒラショゾン

		　関係各位におかれましては、何卒、この趣旨をよろしくご理解戴きまして、 カンケイカクイナニトゾシュシリカイイタダ

		ご指導賜りますよう、お願い申し上げます。 シドウタマワネガモウア

		　		昭和62年　6月　吉日 ショウワネンツキキチヒ

												愛知県精密板金工業会 アイチケンセイミツバンキンコウギョウカイ

												設立発起人代表 セツリツホッキニンダイヒョウ				原　田　吉　助 ハラタキチスケ



&C&10-13-



会則1

						愛知県精密板金工業会 アイチケンセイミツバンキンコウギョウカイ

								会 カイ				則 ソク

		第１条 ダイジョウ		〔名　　称〕 ナショウ

				　本会は愛知県精密板金工業会と称する。 ホンカイアイチケンセイミツバンキンコウギョウカイショウ

		第２条 ダイジョウ		〔目　　的〕 メマト

				　本会は会員企業の繁栄と業界の発展のため広く親睦を ホンカイカイインキギョウハンエイギョウカイハッテンヒロシンボク

				はかり、教育・技能・経営等の業界に関わる諸問題の研究 キョウイクギノウケイエイトウギョウカイカンショモンダイケンキュウ

				をする。

		第３条 ダイジョウ		〔事　　業〕 コトギョウ

				　本会は前項の目的を達成するため次の事業を行う。 ホンカイゼンコウモクテキタッセイツジギョウオコナ

				１、技能・技術に関わる資料・情報の収集および研究・研修。 ギノウギジュツカカシリョウジョウホウシュウシュウケンキュウケンシュウ

				２、教育・技能検定に関わる業務の協賛・促進。 キョウイクギノウケンテイカカギョウムキョウサンソクシン

				３、経営および経済・社会に関わる懇話会。 ケイエイケイザイシャカイカカコンワカイ

				４、関係団体との連絡協調。 カンケイダンタイレンラクキョウチョウ

				５、会員の親睦交歓・健康保持、その他必要と認める事業。 カイインシンボクコウカンケンコウホジタヒツヨウミトジギョウ

		第４条 ダイジョウ		〔会　　員〕 カイイン

				　本会の会員資格は原則として、愛知県内に在籍し精密板金 ホンカイカイインシカクゲンソクアイチケンナイザイセキセイミツバンキン

				工業に関連する企業とする。 コウギョウカンレンキギョウ

		第５条 ダイジョウ		〔入　　会〕 イカイ

				　本会に入会を希望する者は、所定の手続きにより申込み、 ホンカイニュウカイキボウモノショテイテツヅモウシコ

				役員会の承諾を得るものとする。 ヤクインカイショウダクエ

		第６条 ダイジョウ		〔役　　員〕 ヤクイン

				１、本会に次の役員を置く。 ホンカイツギヤクインオ

						会　長 カイチョウ		・・・・・・				１　名 ナ

						副会長 フクカイチョウ		・・・・・・				１　名 ナ

						会　計 カイケイ		・・・・・・				１　名 ナ

						幹　事 ミキコト		・・・・・・				若干名 ジャッカンメイ

						監　事 ミコト		・・・・・・				２　名 ナ

						相談役 ソウダンヤク		・・・・・・				若干名 ジャッカンメイ

						顧　問 カエリミトイ		・・・・・・				若干名 ジャッカンメイ

				２、会長・副会長は、役員の互選とする。 カイチョウフクカイチョウヤクインゴセン
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会則2

		

		第７条 ダイジョウ		〔役員の任期と選任〕 ヤクインニンキセンニン

				　役員の任期は２年とし、期末の役員会で次期役員を推薦し、 ヤクインニンキネンキマツヤクインカイジキヤクインスイセン

				総会において承認する。ただし、留任は妨げない。 ソウカイショウニンリュウニンサマタ

		第８条 ダイジョウ		〔役員の職務〕 ヤクインショクム

				１、会長は本会を代表し、本会の業務統括する。 カイチョウホンカイダイヒョウホンカイギョウムトウカツ

				２、副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は代行する。 フクカイチョウカイチョウホサカイチョウジコトキダイコウ

				３、会計は、経理を管理する。 カイケイケイリカンリ

				４、幹事は、会長・副会長を補佐し、会務を司る。 ミキコトカイチョウフクカイチョウホサカイムツカサド

				５、監事は、本会の会計を監査する。 カンジホンカイカイケイカンサ

		第９条 ダイジョウ		〔役　員　会〕 ヤクインカイ

				　必要に応じて開くことができる。 ヒツヨウオウヒラ

		第１０条 ダイジョウ		〔事業年度〕 ジギョウネンド

				　本会の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 ホンカイジギョウネンドマイトシツキヒヨクネンツキヒ

		第１１条 ダイジョウ		〔総　　会〕 フサカイ

				　本会は毎年１回総会を開く。ただし役員会が必要と認めた時は ホンカイマイトシカイソウカイヒラヤクインカイヒツヨウミトトキ

				臨時総会を開くことができる。総会の議長は会長、または会長が リンジソウカイヒラソウカイギチョウカイチョウカイチョウ

				指名する副会長が任務する。 シメイフクカイチョウニンム

				　総会は会員の過半数により成立し、決議はその総会の出席者 ソウカイカイインカハンスウセイリツケツギソウカイシュッセキシャ

				の過半数による（委任状は出席とみなす。）可否同数の時は議 カハンスウイニンジョウシュッセキカヒドウスウトキギ

				長がこれを決する。 チョウケッ

		第１２条 ダイジョウ		〔部　　会〕 ブカイ

				　本会は必要に応じ各種部会を置くことができる。 ホンカイヒツヨウオウカクシュブカイオ

		第１３条 ダイジョウ		〔会　　費〕 カイヒ

				　本会に入会する場合は、入会金として20,000円、年会費とし ホンカイニュウカイバアイニュウカイキンエンネンカイヒ

				て36,000円を納入するものとする。 エンノウニュウ

				途中入会は、年会費を月割りとする。 トチュウニュウカイネンカイヒツキワ

		第１４条 ダイジョウ		〔経　　費〕 キョウヒ

				　本会の経費は会費その他の収入をもってこれにあてる。 ホンカイケイヒカイヒタシュウニュウ
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会則3

		

		第１５条 ダイジョウ		〔会則の改正等〕 カイソクカイセイトウ

				　本会則の改正は総会の決議による。 ホンカイソクカイセイソウカイケツギ

		第１６条 ダイジョウ		〔退　　会〕 シリゾカイ

				　本会の会員が退会しようとする時は、所定の書面をもって ホンカイカイインタイカイトキショテイショメン

				届け出なければならない。ただし退会の場合、入会金および トドデタイカイバアイニュウカイキン

				会費は返金しない。 カイヒヘンキン

				退会後、３年以内に再入会した場合は入会金は免除する。 タイカイゴネンイナイサイニュウカイバアイニュウカイキンメンジョ

		第１７条 ダイジョウ		〔除　　名〕 ジョナ

				　本会の会員で本会の名誉を著しく傷付け、また目的に背反 ホンカイカイインホンカイメイヨイチジルキズツモクテキセハン

				する行為のあった時および会費を１年間滞納した場合は、 コウイトキカイヒネンカンタイノウバアイ

				役員会の議を経て除名処分にすることができる。 ヤクインカイギヘジョメイショブン

		第１８条 ダイジョウ		〔事　務　局〕 コトツトムキョク

				　本会の事務局は会長所在の担当アマダ内に置く。 ホンカイジムキョクカイチョウショザイタントウナイオ

		第１９条 ダイジョウ		〔そ　の　他〕 タ

				　本会則に定めなき事項については、役員会にて決定し、以後 ホンカイソクサダジコウヤクインカイケッテイイゴ

				の総会で報告、承認を得るものとする。 ソウカイホウコクショウニンエ

		付　　則 フソク

		　１、本会則第13条の入会金および会費を変更する場合は、総会にて ホンカイソクダイジョウニュウカイキンカイヒヘンコウバアイソウカイ

		　　　決定する。 ケッテイ

		　２、本会則は昭和６２年6月２１日より発効する。 ホンカイソクショウワネンツキヒハッコウ
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活動内容 

		

						　　部会・委員会活動の内容 ブカイイインカイカツドウナイヨウ

		『企画部会』 キカクブカイ

				会長の方針に則り活動内容を取決め工業会部会との調整を行う部会 カイチョウホウシンノットカツドウナイヨウトリキコウギョウカイブカイチョウセイオコブカイ

		1				工業会活動の企画 コウギョウカイカツドウキカク

		2				総会、賀詞交歓会、役員会の準備、実施 ソウカイガシコウカンカイヤクインカイジュンビジッシ

		3				文書・庶務・経理事務・予算計画 ブンショショムケイリジムヨサンケイカク

		4				広報活動（対外部・内部） コウホウカツドウタイガイブナイブ

		5				その他、工業会活動全般のための事業 タコウギョウカイカツドウゼンパンジギョウ

		6				会員の弔意についての業務 カイインチョウイギョウム

		『経営部会』 ケイエイブカイ

				経営課題を主体にクローズアップし、その時代に合うセミナー、 ケイエイカダイシュタイジダイア

				工場見学等を企画上申し実行する部会 コウジョウケンガクトウキカクジョウモウジッコウブカイ

		1				経営セミナー（企業経営、税務、経済など） ケイエイキギョウケイエイゼイムケイザイ

		2				経営者親睦・情報交換事業（工場見学・会報あいち） ケイエイシャシンボクジョウホウコウカンジギョウコウジョウケンガクカイホウ

		3				その他、経営者のための事業 タケイエイシャジギョウ

		4				その他、従業員のための事業 タジュウギョウインジギョウ

		『技術部会』 ギジュツブカイ

				技能検定及び技能士増進活動を実行する部会 ギノウケンテイオヨギノウシゾウシンカツドウジッコウブカイ

		1				技能検定の開催に関わる関係各機関との連携諸業務 ギノウケンテイカイサイカカカンケイカクキカンレンケイショギョウム

		2				工業会会員企業従業員の技能検定受検申請書類のとりまとめと申請 コウギョウカイカイインキギョウジュウギョウインギノウケンテイジュケンシンセイショルイシンセイ

		3				技能検定実技試験会場および実技試験用機械・装置・消耗品の確保 ギノウケンテイジツギシケンカイジョウジツギシケンヨウキカイソウチショウモウヒンカクホ

		4				技能検定実技試験の円滑運営 ギノウケンテイジツギシケンエンカツウンエイ

		5				技能教育セミナー事業 ギノウキョウイクジギョウ

		『生産部会』 セイサンブカイ

				最先端加工技術及び基礎加工技術の向上を目的として、 サイセンタンカコウワザジュツオヨキソカコウワザジュツコウジョウモクテキ

				技術セミナー、工場見学等を企画上申し実行する部会 ワザジュツコウジョウケンガクトウキカクウエモウジッコウブカイ

		1				技術セミナー（最先端加工技術など） ワザジュツサイセンタンカコウワザジュツ

		2				最先端加工・基礎加工技術（工場見学） サイセンタンカコウキソカコウワザジュツコウジョウケンガク

		3				その他、技術に関わる業務 タワザジュツカンギョウム
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弔意規定

		工業会慶弔規定 コウギョウカイケイチョウキテイ

				会員企業相互の親睦を深めることを目的として カイインキギョウソウゴシンボクフカモクテキ

				慶弔規定を下記の通り定める ケイチョウキテイカキトオサダ

		第一条 ダイイチジョウ				会員企業に於ける本社・新工場落成 カイインキギョウオホンシャシンコウジョウラクセイ

						（パーティーに出席、ご招待がある場合） シュッセキショウタイバアイ

						１０，０００円 エン

		第二条 ダイニジョウ				会員企業に於ける１０周年以上の記念事業 カイインキギョウオシュウネンイジョウキネンジギョウ

						（式典でご招待がある場合） シキテンショウタイバアイ

						１０，０００円 エン

		第三条 ダイサンジョウ				国の定める表彰受理（社主） クニサダヒョウショウジュリシャシュ

						（ご招待がある場合） ショウタイバアイ

						１０，０００円 エン

		第四条 ダイヨンジョウ				会員企業に於ける弔慰 カイインキギョウオチョウイ

						社主（代表会員） シャシュダイヒョウカイイン						花輪又は生花一対＋２０，０００円 ハナワマタセイカイッツイエン

												弔電会長名 チョウデンカイチョウメイ

						社主の配偶者・同居する父母 シャシュハイグウシャドウキョフボ										花輪又は生花一対 ハナワマタセイカイッツイ

																弔電会長名 チョウデンカイチョウメイ

		第五条 ダイゴジョウ				その他工業会会長が定める慶弔事項 タコウギョウカイカイチョウサダケイチョウジコウ

						入院１ヶ月　　見舞い　　５，０００円相当 ニュウインイッカゲツミマエンソウトウ

		第六条 ダイロクジョウ				会員後継者のご結婚 カイインコウケイシャケッコン

						（ご招待がある場合） ショウタイバアイ

						３０，０００円 エン

		第七条 ダイナナジョウ				その他慶弔（会長承認の基に実施） タケイチョウカイチョウショウニンモトジッシ
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発行日

		

				愛知県精密板金工業会 アイチケンセイミツバンキンコウギョウカイ

				会員名簿：会則 カイインメイボカイソク

				発行　　愛知県精密板金工業会 ハッコウアイチケンセイミツバンキンコウギョウカイ

				愛知県一宮市西島町5丁目2－2 アイチケンイチノミヤシニシジママチチョウメ

				㈱アマダ内 ナイ

				ＴＥＬ： 0586-28-7630

				ＦＡＸ： 0586-28-7631

				発行日　　平成２９年４月１日 ハッコウビヘイセイネンツキニチ






会長・役員

		

																		（敬称略） ケイショウリャク

						初代 ショダイ		４年間 ネンカン		１９８７（昭和６２） ショウワ		～		１９９０（平成２）年度 ヘイセイネンド		（株）ハラタ カブ		原田　吉助 ハラタキチスケ

						２代 ダイ		５年間 ネンカン		１９９１（平成３） ヘイセイ		～		１９９５（平成７）年度 ヘイセイネンド		（株）日洋工業 カブニチヨウコウギョウ		名知　義 ナチギ

						３代 ダイ		２年間 ネンカン		１９９６（平成８） ヘイセイ		～		１９９７（平成９）年度 ヘイセイネンド		鬼頭工業（株） キトウコウギョウカブ		鬼頭　七郎 キトウシチロウ

						４代 ダイ		１年間 ネンカン		１９９８（平成１０）年度 ヘイセイネンド						（株）丹羽シートメタル カブニワ		丹羽　一男 ニワカズオ

						５代 ダイ		４年間 ネンカン		１９９９（平成１１） ヘイセイ		～		２００２（平成１４）年度 ヘイセイネンド		（株）大東工作所 カブダイトウコウサクショ		岡本　喜義 オカモトキギ

						６代 ダイ		６年間 ネンカン		２００３（平成１５） ヘイセイ		～		２００８（平成２０）年度 ヘイセイネンド		（有）愛晃製作所 ユウアイコウセイ		鈴木　善一 スズキゼンイチ

						７代 ダイ		４年間 ネンカン		２００９（平成２１） ヘイセイ		～		２０１２（平成２４）年度 ヘイセイネンド		（株）三神鈑金工業所 カブミカミバンコウギョウショ		三神　毅 ミカミツヨシ

						８代 ダイ		４年間 ネンカン		２０１３（平成２５） ヘイセイ		～		２０１６（平成２８）年度 ヘイセイネンド		（株）鈴木工業 カブスズキコウギョウ		鈴木　信夫 スズキノブオ

																						会長 カイチョウ		原田　吉助 ハラダキチスケ		（株）ハラタ カブ

																						副会長 フクカイチョウ		名知　義 ナチギ		（株）日洋工業 カブニチヨウコウギョウ

																						副会長 フクカイチョウ		久保田　浩平 クボタヒロシヘイ		（資）久保田工業所 シクボタコウギョウショ

																						副会長 フクカイチョウ		宮田　政一 ミヤタマサイチ		宮田鈑金（株） ミヤタバンカブ

																						副会長 フクカイチョウ		鬼頭　七郎 キトウシチロウ		鬼頭工業（株） キトウコウギョウカブ

																						副会長 フクカイチョウ		岡田　銨男 オカダアンオトコ		（株）山岡金属工業 カブヤマオカキンゾクコウギョウ

																						会計 カイケイ		田中　恒三 タナカコウゾウ		（有）田中金属品製作所 ユウタナカキンゾクヒンセイ

																						幹事 カンジ		三神　毅 ミカミツヨシ		（株）三神鈑金工業所 カブミカミバンコウギョウショ

																						幹事 カンジ		大河内　充博 オオコウチミツヒロシ		福助工業（株） フクスケコウギョウカブ

																						幹事 カンジ		鈴木　宏司 スズキヒロシツカサ		（有）鈴重鉄工所 ユウスズシゲテッコウショ

																						幹事 カンジ		髙田　幸孝 タカダユキタカ		（有）髙田製作所 ユウタカダセイ

																						幹事 カンジ		岡本　喜義 オカモトキギ		（株）大東工作所 カブダイトウコウサクショ

																						幹事 カンジ		加藤　昭平 カトウショウヘイ		深田電機工業（株） フカダデンキコウギョウカブ

																						幹事 カンジ		渡辺　久男 ワタナベヒサオ		（株）渡辺製作所 カブワタナベセイ

																						幹事 カンジ		丹羽　一男 ニワカズオ		（株）丹羽シートメタル カブニワ

																						幹事 カンジ		河村　明生 カワムラアキオ		（株）河村産業所 カブカワムラサンギョウショ

																						監事 カンジ		長谷川　宏之 ハセガワヒロシユキ		中京金属（株） チュウキョウキンゾクカブ

																						監事 カンジ		棚橋　敏光 タナハシトシヒカリ		（有）棚橋製作所 ユウタナハシセイ
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				番号 バンゴウ		年 ネン		検定名 ケンテイメイ		会社名 カイシャメイ		氏名 シメイ						62		63		元 ガン		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28

				1		昭和６２年 ショウワネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）丹羽シートメタル カブニワ		角　繁義 スミシゲヨシ				工場板金　　　特級 コウジョウバンキントクキュウ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		3

				2		昭和６２年 ショウワネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		エヌ．エス．デー（株） カブ		柴田　勝功 シバタカツイサオ				機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		1		3		1		0		0		0		1		0		0		3		0		1		1		1		1		0		0		1		1		2		3		2		4		1		6		5		3		3		4		8		56

				3		昭和６２年 ショウワネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）日洋工業 カブニチヨウコウギョウ		堀　徳浩 ホリノリヒロ				機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		7		5		4		9		4		9		9		5		7		2		1		4		6		2		5		5		4		1		4		4		4		5		3		1		5		8		6		3		4		5		141

				4		昭和６２年 ショウワネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		福助工業（株） フクスケコウギョウカブ		原　隆行 ハラタカユキ				数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		2		0		1		0		3		0		0		1		3		0		1		1		0		0		1		1		1		3		1		12		8		4		3		4		9		6		3		4		5		5		82

				5		昭和６２年 ショウワネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）河村産業所 カブカワムラサンギョウショ		稲垣　喜昭 イナガキヨシアキ				数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		4		2		4		11		2		1		1		2		1		3		0		4		1		3		4		0		1		4		1		2		3		6		11		1		2		2		3		3		7		7		96

				6		昭和６２年 ショウワネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		稲沢工業（株） イナザワコウギョウカブ		越智　清雄 オチキヨユウ						14		10		10		20		9		10		11		8		11		8		2		10		8		6		11		6		6		10		7		20		18		17		21		7		22		21		15		14		20		26		378

				7		昭和６２年 ショウワネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		東洋機械（株） トウヨウキカイカブ		中根　年生 ナカネトシオ

				8		昭和６２年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		東洋機械（株） トウヨウキカイカブ		中谷　啓吾 ナカタニケイゴ

				9		昭和６２年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		東洋機械（株） トウヨウキカイカブ		加藤　浩司 カトウコウジ

				10		昭和６２年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		中京金属（株） チュウキョウキンゾクカブ		大森　三由 オオモリサンヨシ

				11		昭和６２年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		中京金属（株） チュウキョウキンゾクカブ		安藤　栄二 アンドウエイジ

				12		昭和６２年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		中京金属（株） チュウキョウキンゾクカブ		平松　貞雄 ヒラマツサダオ

				13		昭和６２年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		中京金属（株） チュウキョウキンゾクカブ		副島　義雄 ソエジマヨシオ

				14		昭和６２年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）大東工作所 カブダイトウコウサクショ		中根　博志 ナカネヒロシ

				15		昭和６３年 ショウワネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		戸田溶接工業（株） トダヨウセツコウギョウカブ		戸田　登志勝 トダトシカツ

				16		昭和６３年 ショウワネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）興和工業所 カブコウワコウギョウショ		青山　友之 アオヤマトモユキ

				17		昭和６３年 ショウワネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）丹羽シートメタル カブニワ		角　繁義 スミシゲヨシ

				18		昭和６３年 ショウワネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（有）髙田製作所 ユウタカダセイ		出渕　徳夫 デブチトクオ

				19		昭和６３年 ショウワネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）日洋工業 カブニチヨウコウギョウ		西山　秀雄 ニシヤマヒデオ

				20		昭和６３年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）ハラタ カブ		有富　晴敏 アリトミハルトシ

				21		昭和６３年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）日洋工業 カブニチヨウコウギョウ		加藤　直彦 カトウナオヒコ

				22		昭和６３年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）日洋工業 カブニチヨウコウギョウ		柵木　章作 タナキショウサク

				23		昭和６３年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		中京金属（株） チュウキョウキンゾクカブ		工藤　宏美 クドウヒロミ

				24		昭和６３年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）渡辺製作所 カブワタナベセイ		富田　直樹 トミタナオキ

				25		平成元年 ヘイセイガンネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（有）髙田製作所 ユウタカダセイ		出渕　徳夫 デブチトクオ

				26		平成元年 ヘイセイガンネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）興和工業所 カブコウワコウギョウショ		各務　健二 カカミケンジ

				27		平成元年 ヘイセイガンネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）興和工業所 カブコウワコウギョウショ		後藤　豊昭 ゴトウトヨアキ

				28		平成元年 ヘイセイガンネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		深田電機工業（株） フカダデンキコウギョウカブ		百瀬　道春 モモセミチハル

				29		平成元年 ヘイセイガンネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		深田電機工業（株） フカダデンキコウギョウカブ		加藤　修 カトウオサム

				30		平成元年 ヘイセイガンネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（有）髙田製作所 ユウタカダセイ		山内　茂 ヤマウチシゲル

				31		平成元年 ヘイセイガンネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）日洋工業 カブニチヨウコウギョウ		木村　崇 キムラタカシ

				32		平成元年 ヘイセイガンネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）相沢鉄工 カブアイザワテッコウ		相沢　隆清 アイザワタカシキヨ

				33		平成元年 ヘイセイガンネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）興和工業所 カブコウワコウギョウショ		倉智　広志 クラチヒロシ

				34		平成元年 ヘイセイガンネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）興和工業所 カブコウワコウギョウショ		水上　健二 ミズカミケンジ

				35		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		石川　俊樹 イシカワシュンジュ

				36		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		角谷　忠司 カクタニチュウジ

				37		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		稲沢工業㈱ イナザワコウギョウ		小野寺　信光 オノデラノブミツ

				38		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		東洋電機㈱ トウヨウデンキ		大谷　博之 オオタニヒロユキ

				39		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		東洋電機㈱ トウヨウデンキ		橋本　圭司 ハシモトケイジ

				40		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		深田電機工業㈱ フカダデンキコウギョウ		加藤　之朗 カトウコレロウ

				41		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		各務　健二 カクムケンジ

				42		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱トヨコー		奥野　義博 オクノヨシヒロ

				43		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱長崎工業 ナガサキコウギョウ		田嶋　紀明 タジマノリアキ

				44		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱橋本製作所 ハシモトセイサ		近藤　実 コンドウミノル

				45		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱竜製作所 リュウセイサ		大蜘蛛　修 ダイクモオサム

				46		平成2年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		鹿島　弘次 カシマコウジ

				47		平成2年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		日比野　政己 ヒビノマサミ

				48		平成2年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		波越　智 ナミコシチ

				49		平成2年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱セイコー		樋口　忠彦 ヒグチタダヒコ

				50		平成2年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱長崎工業 ナガサキコウギョウ		祢宣田　辰夫 ネヨロシタタツオ

				51		平成2年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱竜製作所 リュウセイサ		倉田　幸彦 クラタユキヒコ

				52		平成2年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱竜製作所 リュウセイサ		中村　信行 ナカムラノブユキ

				53		平成2年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		アイラ工業㈱ コウギョウ		池田　健 イケダケン

				54		平成2年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		東洋電機㈱ トウヨウデンキ		大橋　一弘 オオハシカズヒロ

				55		平成3年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱相澤鉄工 アイザワテッコウ		小島　新吉 コジマシンキチ

				56		平成3年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱トヨコー		戸田　登志勝 トダトシカツ

				57		平成3年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱髙田製作所 タカダセイサ		朝川　良治 アサカワヨシハル

				58		平成3年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		青木　繁樹 アオキシゲキ

				59		平成3年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱竜製作所 リュウセイサ		稲熊　保彦 イナクマヤスヒコ

				60		平成3年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		床並　孝博 トコナミタカヒロ

				61		平成3年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		脇　政美 ワキマサミ

				62		平成3年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱長崎工業 ナガサキコウギョウ		沖田　昌宏 オキタマサヒロ

				63		平成3年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱竜製作所 リュウセイサ		熊澤　一男 クマザワカズオ

				64		平成4年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		東洋電機㈱ トウヨウデンキ		佐々木　敏之 ササキトシユキ

				65		平成4年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈲東南製作所 トウナンセイサ		野々村　茂 ノノムラシゲル

				66		平成4年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		佐藤　大助 サトウダイスケ

				67		平成4年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		アイラ工業㈱ コウギョウ		稲垣　代二 イナガキダイニ

				68		平成4年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		アイラ工業㈱ コウギョウ		渋谷　準 シブヤジュン

				69		平成4年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		東洋電機㈱ トウヨウデンキ		岩切　俊光 イワキリトシミツ

				70		平成4年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱竜製作所 リュウセイサ		蟹江　武史 カニエタケシ

				71		平成4年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱竜製作所 リュウセイサ		水野　昇 ミズノノボル

				72		平成4年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		馬場　弘明 ババヒロアキ

				73		平成4年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱ハラタ		木原　丈広 キハラジョウヒロ

				74		平成5年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		小泉　国男 コイズミクニオ

				75		平成5年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱相澤鉄工 アイザワテッコウ		小島　新吉 コジマシンキチ

				76		平成5年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		盛田　由己 モリタヨシミ

				77		平成5年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		田中　広一 タナカコウイチ

				78		平成5年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱相澤鉄工 アイザワテッコウ		相沢　隆清 アイザワタカキヨ

				79		平成5年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		松村　政由 マツムラマサヨシ

				80		平成5年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱竜製作所 リュウセイサ		阿知波　克幸 アチワカツユキ

				81		平成5年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		吉岡　治 ヨシオカオサム

				82		平成5年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		野村　忍 ノムラシノブ

				83		平成5年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱名古屋ｱﾙﾐｾﾝﾀｰ ナゴヤ		飯田　住久 イイダスミヒサ

				84		平成5年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈲東南製作所 トウナンセイサ		菅原　秀幸 スガワラヒデユキ

				85		平成6年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		青山　友之 アオヤマトモユキ

				86		平成6年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		宮田　賢一 ミヤタケンイチ

				87		平成6年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		牧野　広行 マキノヒロユキ

				88		平成6年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱ハラタ		青山　和義 アオヤマカズヨシ

				89		平成6年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		アイラ工業㈱ コウギョウ		岩井　鉦二 イワイカネニ

				90		平成6年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱相澤鉄工 アイザワテッコウ		渡辺　晃久 ワタナベアキヒサ

				91		平成6年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		前田　峰孝 マエダミネタカシ

				92		平成6年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱髙田製作所 タカダセイサ		加藤　則雄 カトウノリオ

				93		平成7年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		アイラ工業㈱ コウギョウ		稲垣　代二 イナガキダイニ

				94		平成7年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		城　栄史 シロエイシ

				95		平成7年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		堀　徳浩 ホリトクヒロ

				96		平成7年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱長崎工業 ナガサキコウギョウ		松崎　英之 マツザキヒデユキ

				97		平成7年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		水上　健二 ミズカミケンジ

				98		平成7年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		平野　誠 ヒラノマコト

				99		平成7年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱長崎工業 ナガサキコウギョウ		永野　寿 ナガノコトブキ

				100		平成7年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		昭和工業㈱ ショウワコウギョウ		長岡　一徳 ナガオカカズノリ

				101		平成7年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		浅尾　正人 アサオマサト

				102		平成7年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱橋本製作所 ハシモトセイサ		酒井　秀二 サカイヒデジ

				103		平成7年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		原　浩児 ハラコウジ

				104		平成8年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		須田　典幸 スダノリユキ

				105		平成8年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		笹山　和成 ササヤマカズナリ

				106		平成8年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱名古屋ｱﾙﾐｾﾝﾀｰ ナゴヤ		浜田　総一 ハマダソウイチ

				107		平成8年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱丹羽ｼｰﾄﾒﾀﾙ ニワ		丹羽　一男 ニワカズオ

				108		平成8年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱ハラタ		有富　靖俊 アトミヤストシ

				109		平成8年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		板垣　秀治 イタガキヒデジ

				110		平成8年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		片山　貴稔 カタヤマキミノル

				111		平成8年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱名古屋ｱﾙﾐｾﾝﾀｰ ナゴヤ		渡辺　正宏 ワタナベマサヒロ

				112		平成9年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱丹羽ｼｰﾄﾒﾀﾙ ニワ		丹羽　一男 ニワカズオ

				113		平成9年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		昭和工業㈱ ショウワコウギョウ		渡辺　真己 ワタナベシンオノレ

				114		平成10年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		青木　繁樹 アオキシゲキ

				115		平成10年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		竹内　直彦 タケウチナオヒコ

				116		平成10年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱大東工作所 ダイトウコウサクショ		矢野　智弘 ヤノトモヒロ

				117		平成10年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱セイコー		梶田　邦孝 カジタクニタカ

				118		平成10年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱小池製作所 コイケセイサ		長谷川　智之 ハセガワトモユキ

				119		平成10年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱髙田製作所 タカダセイサ		平井　紀康 ヒライノリヤス

				120		平成10年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		高木　大輔 タカキダイスケ

				121		平成10年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱相澤鉄工 アイザワテッコウ		岩瀬　直紀 イワセナオキ

				122		平成10年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		小谷　慎司 コタニシンジ

				123		平成10年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱ハラタ		古屋　悟 フルヤサトル

				124		平成11年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		藤田　衛 フジタマモル

				125		平成11年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱髙田製作所 タカダセイサ		東條　和紀 トウジョウカズノリ

				126		平成11年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		アイラ工業㈱ コウギョウ		成田　力 ナリタチカラ

				127		平成11年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		西ノ原　秀和 ニシハラヒデカズ

				128		平成11年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		打保　辰也 ウホタツヤ

				129		平成11年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱髙田製作所 タカダセイサ		中島　寛 ナカジマヒロシ

				130		平成11年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		大嶋　善範 オオシマゼンハン

				131		平成11年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱鈴重 スズジュウ		高橋　和秀 タカハシカズヒデ

				132		平成12年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱葵サービステクノ アオイ		早川　淑浩 ハヤカワシュクヒロ												数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ

				133		平成12年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱大東工作所 ダイトウコウサクショ		森本　圭一 モリモトケイイチ												数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ

				134		平成12年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		アイラ工業㈱ コウギョウ		水谷　智明 ミズタニトモアキ												機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ

				135		平成12年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱東愛知アマダ ヒガシアイチ		岩崎　英一 イワサキエイイチ												機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ

				136		平成12年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱高田製作所 タカダセイサクショ		藤ノ井　英造 フジイエイゾウ												工場板金　　　特級 コウジョウバンキントクキュウ

				137		平成12年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱葵サービステクノ アオイ		菊崎　正光 キクサキマサミツ

				138		平成13年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱セイコー		梶田　邦孝 カジタクニタカ

				139		平成13年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		小野　正幸 オノマサユキ

				140		平成13年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		渡部　哲也 ワタベテツヤ

				141		平成13年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱セイコー		野間　亜由美 ノマアユミ

				142		平成13年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		東洋電機㈱ トウヨウデンキ		田中　誠 タナカマコト

				143		平成13年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		東洋電機㈱ トウヨウデンキ		大橋　一弘 オオハシイチヒロ

				144		平成13年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱相澤鉄工 アイザワテッコウ		西浦　幸生 ニシウラユキオ

				145		平成13年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		アイラ工業㈱ コウギョウ		小林　豊史 コバヤシユタカシ

				146		平成13年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		柴田　昌人 シバタマサヒト

				147		平成13年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		鈴木　康夫 スズキヤスオ

				148		平成13年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		出口　善樹 デグチヨシキ

				149		平成14年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱葵サービステクノ アオイ		早川　淑浩 ハヤカワシュクヒロ

				150		平成14年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱大東工作所 ダイトウコウサクショ		水野　孝紀 ミズノタカノリ

				151		平成14年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		川浪　弘靖 カワナミヒロヤス

				152		平成14年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		岩切　学 イワキリマナ

				153		平成14年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱稲沢工業 イナザワコウギョウ		田島　一雄 タジマイチユウ

				154		平成14年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		アイラ工業㈱ コウギョウ		西垣　憲 ニシガキノリ

				155		平成15年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		アイラ工業㈱ コウギョウ		橋本　正吾 ハシモトマサゴ

				156		平成15年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈲志村プレス工業所		塩谷　賢二 シオタニケンジ

				157		平成15年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈲愛晃製作所 アイコウセイサクショ		糸永　浩章 イトナガヒロアキ

				158		平成15年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈲志村プレス工業所		鈴木　卓男 スズキタクオ

				159		平成15年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		田ノ上　雅仁 タウエマサニン

				160		平成15年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱セイコー		村下　高幸 ムラシタタカユキ

				161		平成16年		工場板金　　　特級 コウジョウバンキントクキュウ		㈱相澤鉄工 アイザワテッコウ		小島　新吉 コジマシンキチ

				162		平成16年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		各務　健二 カガミケンジ

				163		平成16年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱オークマスチールテクノ		高杉　亘 タカスギワタル

				164		平成16年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		竜　豊久 リュウユタカヒサ

				165		平成16年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱葵サービステクノ アオイ		成田　力 ナリタリキ

				166		平成16年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱葵サービステクノ アオイ		市来　隆志 イチライタカシ

				167		平成16年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱オークマスチールテクノ		板羽　健 イタハケン

				168		平成16年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱オークマスチールテクノ		有本　誠也 アリモトセイヤ

				169		平成16年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱ハラタ		古屋　悟 フルヤサトル

				170		平成16年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		中京金属㈱ チュウキョウキンゾク		児玉　友也 コダマトモヤ

				171		平成17年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		岩田　匡弘 イワタマサシヒロ

				172		平成17年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱大東工作所 ダイトウコウサクショ		古川　智章 フルカワトモアキ

				173		平成17年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		竜　豊久 リュウユタカヒサ

				174		平成17年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱オークマスチールテクノ		眞野　彰博 マノショウヒロ

				175		平成17年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		東円鈑工所 ヒガシエンバンコウショ		小島　克仁 コジマカツヒト

				176		平成17年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		加藤　匡洋 カトウヨウ

				177		平成17年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		山口　智将 ヤマグチトモショウ

				178		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		オークマスチールテクノ㈱		川上　修 カワカミシュウ

				179		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱セイコー		村下　高幸 ムラシタタカユキ

				180		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈲志村プレス工業所		塩谷　賢二 シオタニケンジ

				181		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		今泉　公人 イマイズミキミヒト

				182		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		伊藤　淳 イトウアツシ

				183		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		林　貴全 ハヤシタカゼン

				184		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		松尾　誠 マツオマコト

				185		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		金子　巌 カネコイワオ

				186		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		小浦　和道 コウラカズミチ

				187		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		本田　吉孝 ホンダヨシタカ

				188		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		岩崎　英一 イワサキエイイチ

				189		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		瀬戸　孝夫 セトタカオ

				190		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱葵サービステクノ アオイ		佐藤　雅史 サトウマサシ

				191		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		古郡　崇 フルグンスウ

				192		平成18年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		加藤　匡洋 カトウヨウ

				193		平成18年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱東円鈑工所 アズマエンバンコウショ		小島　克仁 コジマカツヒト

				194		平成18年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		木村　浩二 キムラヒロシニ

				195		平成18年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱小池製作所 コイケセイサクショ		柴田　直輝 シバタナオテル

				196		平成18年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		土屋　昭浩 ツチヤアキヒロ

				197		平成18年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		保科　道人 ホシナミチヒト

				198		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		小野　正幸 オノマサユキ

				199		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		石川　俊樹 イシカワトシキ

				200		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱トヨコー		戸田　雅人 トダマサヒト

				201		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱トヨコー		戸田　啓二 トダケイジ

				202		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		山本　康嗣 ヤマモトヤスツグ

				203		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		坂本　毅 サカモトツヨシ

				204		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		大野　昭二 オオノショウニ

				205		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		三島　英義 ミシマヒデヨシ

				206		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		後藤　義彦 ゴトウヨシヒコ

				207		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱大東工作所 ダイトウコウサクショ		柴田　義一 シバタヨシカズ

				208		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱大東工作所 ダイトウコウサクショ		前野　貴信 マエノタカノブ

				209		平成19年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈲志村プレス工業所		塩谷　賢二 シオタニケンジ

				210		平成19年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱高田製作所 タカダセイサクショ		白浜　一朗 シラハマイチロウ

				211		平成19年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		永井　正己 ナガイマサミ

				212		平成19年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		岩田　和人 イワタカズヒト

				213		平成19年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		安田　訓憲 ヤスダクンノリ

				214		平成19年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱大東工作所 ダイトウコウサクショ		山本　崇 ヤマモトタカシ

				215		平成19年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱大東工作所 ダイトウコウサクショ		福本　一志 フクモトイチシ

				216		平成20年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（資）久保田工業所 シクボタコウギョウショ		久保田　将行 クボタマサユキ

				217		平成20年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		西川　元保 ニシカワゲンホ

				218		平成20年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		永井　正己 ナガイマサミ

				219		平成20年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		青木　浩尚 アオキヒロナオ

				220		平成20年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		水野　大介 ミズノダイスケ

				221		平成20年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		上假屋　文孝 カミカヤフミコウ

				222		平成20年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		柚木　秀明 ユズキヒデアキ

				223		平成20年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		佐藤　孝 サトウタカシ

				224		平成20年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		安藤　公治 アンドウコウチ

				225		平成20年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		西井　純 ニシイジュン

				226		平成20年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱大東工作所 ダイトウコウサクショ		水野　孝紀 ミズノタカノリ

				227		平成20年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱栃尾製作所 トチオセイサクショ		栃尾　喜法 トチオヨシホウ

				228		平成20年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱葵サービステクノ アオイ		水口　和也 ミズグチカズヤ

				229		平成20年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		嶋崎　正二 シマザキマサニ

				230		平成20年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈲瑞穂テック ミズホ		大塚　健弘 オオツカケンヒロ

				231		平成20年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		杉浦　允男 スギウラマコトオ

				232		平成20年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		那須　篤則 ナスアツノリ

				233		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		笹山　知成 ササヤマシナリ

				234		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		角本　和夫 カドモトカズオ

				235		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		土屋　栄作 ツチヤエイサク

				236		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		佐藤　稚彦 サトウチヒコ

				237		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		澤田　幸一 サワダユキイチ

				238		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		大鹿　みき オオシカ

				239		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		山下　智生 ヤマシタトモオ

				240		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱創円 ソウエン		服部　太志 ハットリフトシ

				241		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱大東工作所 ダイトウコウサクショ		西巻　祥平 ニシマキショウヘイ

				242		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱棚長 タナチョウ		本多　秀明 ホンダヒデアキ

				243		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱棚長 タナチョウ		杉浦　允男 スギウラマコトオ

				244		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		岩瀬　功典 イワセコウテン

				245		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		梅田　哲司 ウメダテツシ

				246		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		中桐　佳彦 ナカキリヨシヒコ

				247		平成21年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		鹿島　弘次 シカシマヒロツギ

				248		平成21年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		宮田　賢一 ミヤタケンイチ

				249		平成21年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱棚長 タナチョウ		柴田　昌人 シバタマサヒト

				250		平成21年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		城　栄史 ジョウエイシ

				251		平成21年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱葵サービステクノ アオイ		市来　隆志 イチライタカシ

				252		平成21年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱棚長 タナチョウ		榊原　健太郎 サカキバラケンタロウ

				253		平成21年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱遠松製作所 エンマツセイサクショ		中西　淑 ナカニシシュク

				254		平成22年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		上假屋　文孝 カミカヤフミコウ

				255		平成22年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		倉智　広志 クラトモヒロシシ

				256		平成22年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		福井　敏彦 フクイトシヒコ

				257		平成22年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		松林　昌彦 マツバヤシマサヒコ

				258		平成22年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱河村産業所 カワムラサンギョウショ		小出　素久 コイデモトヒサ

				259		平成22年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（資）久保田工業所 シクボタコウギョウショ		久保田　将行 クボタマサユキ

				260		平成22年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		西川　裕記 ニシカワユウキ

				261		平成23年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈲志村プレス工業所		大橋　達也 オオハシタツヤ

				262		平成23年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱高田製作所 タカダセイサクショ		藤ノ井　英造 フジイエイゾウ

				263		平成23年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱高田製作所 タカダセイサクショ		吉田　竜也 ヨシダタツヤ

				264		平成23年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		杉浦　允男 スギウラマコトオ

				265		平成23年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱タニテクニカル		西野　剛史 ニシノゴウシ

				266		平成23年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		福井　敏彦 フクイトシヒコ

				267		平成23年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		オークマスチールテクノ㈱		上林　竜司 ウエハヤシタツシ

				268		平成23年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		オークマスチールテクノ㈱		船戸　勉 フナトベン

				269		平成23年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		山下　智生 ヤマシタトモオ

				270		平成23年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱タニテクニカル		畠山　広勇 ハタヤマヒロイサム

				271		平成23年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		坂下　貴法 サカシタキノリ

				272		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		佐藤　孝 サトウタカシ

				273		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱タニテクニカル		小野田　隼人 オノダハヤト

				274		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		安藤　公治 アンドウコウチ

				275		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		山田　邦充 ヤマダクニミツ

				276		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		市野　哲士 イチノテツシ

				277		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		岩間　準一 イワマジュンイチ

				278		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		萩　洋 ハギヒロシ

				279		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		久高　将也 ヒサタカマサヤ

				280		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		富田　貴樹 トミタタカキ

				281		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		森本　喜巳彦 モリモトキミヒコ

				282		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		片渕　彰 カタフチアキラ

				283		平成24年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		波越　智 ナミコシチ

				284		平成24年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		保科  道人 ホシナミチヒト

				285		平成24年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナナガ		榊原　健太郎 サカキバラケンタロウ

				286		平成24年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱山宝 ヤマタカラ		松嶋　真 マツシママコト

				287		平成24年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱中日技研 チュウニチギケン		野村　幸弘 ノムラユキヒロ

				288		平成24年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		澤木  勇作 サワキユウサク

				289		平成24年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		小森  浩史 コモリヒロシシ

				290		平成24年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		吉崎　博 ヨシザキヒロシ

				291		平成24年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱TANI・テクニカル		秋丸　啓介 アキマルケイスケ

				292		平成24年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱TANI・テクニカル		上田  勝久 ウエダカツヒサ

				293		平成24年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		浅野  尚紀 アサノナオオサム

				294		平成24年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナナガ		村松  択弥 ムラマツタクワタル

				295		平成24年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱橋本製作所 ハシモトセイサクジョ		山田　純 ヤマダジュン

				296		平成24年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		佐藤  雅彦 サトウマサヒコ

				297		平成24年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		後藤  義彦 ゴトウヨシヒコ

				298		平成24年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		澤田  幸一 サワダコウイチ

				299		平成24年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナナガ		杉浦　充男 スギウラミツルオトコ

				300		平成24年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱高田製作所 タカダセイサクジョ		藤ノ井　英造 フジセイエイゾウ

				301		平成24年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		山田  健雄 ヤマダタケオ

				302		平成24年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナナガ		竹本　英幸 タケモトヒデユキ

				303		平成24年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		渡邊  幸人 ワタナベユキヒト

				304		平成25年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		岩切　学 イワキリマナブ

				305		平成25年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		岩田　和人 イワタカズト

				306		平成25年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		森　武彦 モリタケヒコ

				307		平成25年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）イシカワ カブ		吉川　卓宏 ヨシカワタクヒロシ

				308		平成25年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）イシカワ カブ		浜本　雅美 ハマモトマサミ

				309		平成25年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）タニテクニカル カブ		勝原　文彦 カツハラフミヒコ

				310		平成25年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		オークマ（株） カブ		冨田　誠 トミタマコト

				311		平成25年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		オークマ（株） カブ		杉江　俊幸 スギエトシユキ

				312		平成25年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		オークマ（株） カブ		土田　智文 ツチダトモフミ

				313		平成25年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）大東工作所 カブダイトウコウサクショ		西巻　祥平 ニシマキショウヘイ

				314		平成25年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）大東工作所 カブダイトウコウサクショ		森本　圭一 モリモトケイイチ

				315		平成25年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナナガ		柴田　昌人 シバタマサト

				316		平成25年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナナガ		渡辺　慧 ワタナベケイ

				317		平成25年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）中藤電機産業 カブナカフジデンキサンギョウ		山崎　泰規 ヤマザキヤスノリ

				318		平成25年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		金澤　真輝 カナザワマテル

				319		平成26年		工場板金　　　特級 コウジョウバンキントクキュウ		（株）興和工業所 カブコウワコウギョウショ		青山　友之 アオヤマトモユキ

				320		平成26年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）興和工業所 カブコウワコウギョウショ		吉岡　治 ヨシオカオサム

				321		平成26年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		稲沢工業（株） イナザワコウギョウカブ		田嶋　一雄 タジマカズオ

				322		平成26年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）セイコー カブ		巣山　亜由美 スヤマアユミ

				323		平成26年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）タニテクニカル カブ		石田　隆一 イシダリュウイチ

				324		平成26年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		オークマスチールテクノ㈱		栗山　純一 クリヤマジュンイチ

				325		平成26年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アライ カブ		西谷　公一 ニシタニコウイチ

				326		平成26年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）大東工作所 カブダイトウコウサクショ		古川　智章 フルカワトモアキ

				327		平成26年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）大東工作所 カブダイトウコウサクショ		前野　貴信 マエノタカノブ

				328		平成26年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		神田　賢 カンダケン

				329		平成26年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		沖島　雄介 オキシマユウスケ

				330		平成26年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		オークマスチールテクノ（株） カブ		土田　智文 ツチダトモフミ

				331		平成26年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		アルパ工業（株） コウギョウカブ		遠藤　友紀雄 エンドウユキオ

				332		平成26年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（有）瑞穂テック ユウミズホ		澤田　龍治 サワダリュウジ

				333		平成27年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）葵サービステクノ カブアオイ		水口　和也 ミズグチカズヤ

				334		平成27年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		本田　吉孝 ホンダヨシタカ

				335		平成27年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		河村　光信 カワムラミツノブ

				336		平成27年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アライ カブ		浅野　尚紀 アサノナオキ

				337		平成27年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		カネトヨ（株） カブ		伊藤　祐一 イトウユウイチ

				338		平成27年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）葵サービステクノ カブアオイ		鈴木　健史 スズキケンジ

				339		平成27年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）葵サービステクノ カブアオイ		山崎　真 ヤマザキマコト

				340		平成27年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		金澤　真輝 カナザワマテル

				341		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（有）瑞穂テック ユウミズホ		大塚　健弘 オオツカタケヒロ

				342		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）河村産業所 カブカワムラサンギョウショ		小出　素久 コイデモトヒサ

				343		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		佐藤　治也 サトウハルヤ

				344		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		辻　義貴 ツジヨシタカ

				345		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）セイコー カブ		巣山　亜由美 スヤマアユミ

				346		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		カネトヨ（株） カブ		加登　和行 カノボルカズユキ

				347		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）アライ カブ		馬場　隆明 ババタカアキ

				348		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		鷲尾　陽平 ワシオヨウヘイ

				349		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		オークマスチールテクノ（株） カブ		岩田　貢 イワタミツグ

				350		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		オークマスチールテクノ（株） カブ		栗山　純一 クリヤマジュンイチ

				351		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		オークマスチールテクノ（株） カブ		杉江　俊幸 スギエトシユキ

				352		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		オークマスチールテクノ（株） カブ		小野島　健太 オノジマケンタ

				353		平成28年 ヘイセイネン		工場板金　　　特級 コウジョウバンキントクキュウ		（株）大東工作所 カブダイトウコウサクショ		水野　孝紀 ミズノタカノリ

				354		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長（株） タナチョウカブ		村松　拓弥 ムラマツタクヤ

				355		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）髙田製作所 カブタカダセイ		近藤　貴嗣 コンドウタカツグ

				356		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）セイコー カブ		巣山　博文 スヤマヒロフミ

				357		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）セイコー カブ		村下　清幸 ムラシタキヨユキ

				358		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		辻　義貴 ツジヨシタカ

				359		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		沖島　雄介 オキシマユウスケ

				360		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		神田　賢 カンダケン

				361		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		オークマスチールテクノ（株） カブ		青山　勉 アオヤマツトム

				362		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		国吉　翔太 クニヨシショウタ

				363		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（有）瑞穂テック ユウミズホ		外山　翔悟 トヤマショウゴ

				364		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（有）瑞穂テック ユウミズホ		浅井　隆弘 アサイタカヒロ

				365		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アライ カブ		小澤　吉徳 オザワヨシトク

				366		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アライ カブ		岩田　光生 イワタミツオ

				367		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）興和工業所 カブコウワコウギョウショ		渡部　哲也 ワタベテツヤ

				368		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		金澤　真輝 カナザワマテル

				369		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		末澤　廣志 スエザワヒロシシ

				370		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		豊田　勇二 トヨタユウジ

				371		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（有）瑞穂テック ユウミズホ		澤田　龍治 サワダリュウジ

				372		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		棚長（株） タナチョウカブ		石川　健志 イシカワタケシシ

				373		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		カネトヨ（株） カブ		桑田　政治 クワタマサオサ

				374		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		アルパ工業（株） コウギョウカブ		石倉　健 イシクラタケシ

				375		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		アルパ工業（株） コウギョウカブ		加藤　和行 カトウカズユキ

				376		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		稲沢工業（株） イナザワコウギョウカブ		佐治　裕太 サジユウタ

				377		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）アライ カブ		前田　涼 マエダリョウ

				378		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）アライ カブ		伊藤　勝 イトウマサル







（敬称略）

初代 ４年間 １９８７（昭和６２） ～ １９９０（平成２）年度 （株）ハラタ 原田　吉助

２代 ５年間 １９９１（平成３） ～ １９９５（平成７）年度 （株）日洋工業 名知　義

３代 ２年間 １９９６（平成８） ～ １９９７（平成９）年度 鬼頭工業（株） 鬼頭　七郎

４代 １年間 １９９８（平成１０）年度 （株）丹羽シートメタル 丹羽　一男

５代 ４年間 １９９９（平成１１） ～ ２００２（平成１４）年度 （株）大東工作所 岡本　喜義

６代 ６年間 ２００３（平成１５） ～ ２００８（平成２０）年度 （有）愛晃製作所 鈴木　善一

７代 ４年間 ２００９（平成２１） ～ ２０１２（平成２４）年度 （株）三神鈑金工業所 三神　毅

８代 ４年間 ２０１３（平成２５） ～ ２０１６（平成２８）年度 （株）鈴木工業 鈴木　信夫

歴代会長


会長・役員

		

																		（敬称略） ケイショウリャク

						初代 ショダイ		４年間 ネンカン		１９８７（昭和６２） ショウワ		～		１９９０（平成２）年度 ヘイセイネンド		（株）ハラタ カブ		原田　吉助 ハラタキチスケ

						２代 ダイ		５年間 ネンカン		１９９１（平成３） ヘイセイ		～		１９９５（平成７）年度 ヘイセイネンド		（株）日洋工業 カブニチヨウコウギョウ		名知　義 ナチギ

						３代 ダイ		２年間 ネンカン		１９９６（平成８） ヘイセイ		～		１９９７（平成９）年度 ヘイセイネンド		鬼頭工業（株） キトウコウギョウカブ		鬼頭　七郎 キトウシチロウ

						４代 ダイ		１年間 ネンカン		１９９８（平成１０）年度 ヘイセイネンド						（株）丹羽シートメタル カブニワ		丹羽　一男 ニワカズオ

						５代 ダイ		４年間 ネンカン		１９９９（平成１１） ヘイセイ		～		２００２（平成１４）年度 ヘイセイネンド		（株）大東工作所 カブダイトウコウサクショ		岡本　喜義 オカモトキギ

						６代 ダイ		６年間 ネンカン		２００３（平成１５） ヘイセイ		～		２００８（平成２０）年度 ヘイセイネンド		（有）愛晃製作所 ユウアイコウセイ		鈴木　善一 スズキゼンイチ

						７代 ダイ		４年間 ネンカン		２００９（平成２１） ヘイセイ		～		２０１２（平成２４）年度 ヘイセイネンド		（株）三神鈑金工業所 カブミカミバンコウギョウショ		三神　毅 ミカミツヨシ

						８代 ダイ		４年間 ネンカン		２０１３（平成２５） ヘイセイ		～		２０１６（平成２８）年度 ヘイセイネンド		（株）鈴木工業 カブスズキコウギョウ		鈴木　信夫 スズキノブオ



（株）三神鈑金工業所　三神 毅

２００９（平成２１）～２０１２（平成２４）年度

７代（４年間）

（有）愛晃製作所　鈴木善一

２００３（平成１５）～２００８（平成２０）年度

６代（６年間）

（株）大東工作所　岡本喜義　

１９９９（平成１１）～２００２（平成１４）年度

５代（４年間）

（株）丹羽シートメタル　丹羽 一男　　故人

１９９８（平成１０）年度

４代（１年間）

２０１３（平成２５）～２０１６（平成２８）年度

１９９６（平成８）～１９９７（平成９）年度

１９９１（平成３）～１９９５（平成７）年度

１９８７（昭和６２）～１９９０（平成２）年度

（株）鈴木工業　鈴木信夫

鬼頭工業（株）　鬼頭 七郎　　故人

（株）日洋工業　名知　義　　故人

（株）ハラタ　原田吉助　　故人

８代（４年間）

３代（２年間）

２代（５年間）

初代（４年間）
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				番号 バンゴウ		年 ネン		検定名 ケンテイメイ		会社名 カイシャメイ		氏名 シメイ						62		63		元 ガン		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28

				1		昭和６２年 ショウワネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）丹羽シートメタル カブニワ		角　繁義 スミシゲヨシ				工場板金　　　特級 コウジョウバンキントクキュウ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		3

				2		昭和６２年 ショウワネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		エヌ．エス．デー（株） カブ		柴田　勝功 シバタカツイサオ				機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		1		3		1		0		0		0		1		0		0		3		0		1		1		1		1		0		0		1		1		2		3		2		4		1		6		5		3		3		4		8		56

				3		昭和６２年 ショウワネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）日洋工業 カブニチヨウコウギョウ		堀　徳浩 ホリノリヒロ				機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		7		5		4		9		4		9		9		5		7		2		1		4		6		2		5		5		4		1		4		4		4		5		3		1		5		8		6		3		4		5		141

				4		昭和６２年 ショウワネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		福助工業（株） フクスケコウギョウカブ		原　隆行 ハラタカユキ				数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		2		0		1		0		3		0		0		1		3		0		1		1		0		0		1		1		1		3		1		12		8		4		3		4		9		6		3		4		5		5		82

				5		昭和６２年 ショウワネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）河村産業所 カブカワムラサンギョウショ		稲垣　喜昭 イナガキヨシアキ				数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		4		2		4		11		2		1		1		2		1		3		0		4		1		3		4		0		1		4		1		2		3		6		11		1		2		2		3		3		7		7		96

				6		昭和６２年 ショウワネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		稲沢工業（株） イナザワコウギョウカブ		越智　清雄 オチキヨユウ						14		10		10		20		9		10		11		8		11		8		2		10		8		6		11		6		6		10		7		20		18		17		21		7		22		21		15		14		20		26		378

				7		昭和６２年 ショウワネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		東洋機械（株） トウヨウキカイカブ		中根　年生 ナカネトシオ

				8		昭和６２年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		東洋機械（株） トウヨウキカイカブ		中谷　啓吾 ナカタニケイゴ

				9		昭和６２年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		東洋機械（株） トウヨウキカイカブ		加藤　浩司 カトウコウジ

				10		昭和６２年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		中京金属（株） チュウキョウキンゾクカブ		大森　三由 オオモリサンヨシ

				11		昭和６２年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		中京金属（株） チュウキョウキンゾクカブ		安藤　栄二 アンドウエイジ

				12		昭和６２年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		中京金属（株） チュウキョウキンゾクカブ		平松　貞雄 ヒラマツサダオ

				13		昭和６２年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		中京金属（株） チュウキョウキンゾクカブ		副島　義雄 ソエジマヨシオ

				14		昭和６２年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）大東工作所 カブダイトウコウサクショ		中根　博志 ナカネヒロシ

				15		昭和６３年 ショウワネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		戸田溶接工業（株） トダヨウセツコウギョウカブ		戸田　登志勝 トダトシカツ

				16		昭和６３年 ショウワネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）興和工業所 カブコウワコウギョウショ		青山　友之 アオヤマトモユキ

				17		昭和６３年 ショウワネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）丹羽シートメタル カブニワ		角　繁義 スミシゲヨシ

				18		昭和６３年 ショウワネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（有）髙田製作所 ユウタカダセイ		出渕　徳夫 デブチトクオ

				19		昭和６３年 ショウワネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）日洋工業 カブニチヨウコウギョウ		西山　秀雄 ニシヤマヒデオ

				20		昭和６３年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）ハラタ カブ		有富　晴敏 アリトミハルトシ

				21		昭和６３年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）日洋工業 カブニチヨウコウギョウ		加藤　直彦 カトウナオヒコ

				22		昭和６３年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）日洋工業 カブニチヨウコウギョウ		柵木　章作 タナキショウサク

				23		昭和６３年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		中京金属（株） チュウキョウキンゾクカブ		工藤　宏美 クドウヒロミ

				24		昭和６３年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）渡辺製作所 カブワタナベセイ		富田　直樹 トミタナオキ

				25		平成元年 ヘイセイガンネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（有）髙田製作所 ユウタカダセイ		出渕　徳夫 デブチトクオ

				26		平成元年 ヘイセイガンネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）興和工業所 カブコウワコウギョウショ		各務　健二 カカミケンジ

				27		平成元年 ヘイセイガンネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）興和工業所 カブコウワコウギョウショ		後藤　豊昭 ゴトウトヨアキ

				28		平成元年 ヘイセイガンネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		深田電機工業（株） フカダデンキコウギョウカブ		百瀬　道春 モモセミチハル

				29		平成元年 ヘイセイガンネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		深田電機工業（株） フカダデンキコウギョウカブ		加藤　修 カトウオサム

				30		平成元年 ヘイセイガンネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（有）髙田製作所 ユウタカダセイ		山内　茂 ヤマウチシゲル

				31		平成元年 ヘイセイガンネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）日洋工業 カブニチヨウコウギョウ		木村　崇 キムラタカシ

				32		平成元年 ヘイセイガンネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）相沢鉄工 カブアイザワテッコウ		相沢　隆清 アイザワタカシキヨ

				33		平成元年 ヘイセイガンネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）興和工業所 カブコウワコウギョウショ		倉智　広志 クラチヒロシ

				34		平成元年 ヘイセイガンネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）興和工業所 カブコウワコウギョウショ		水上　健二 ミズカミケンジ

				35		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		石川　俊樹 イシカワシュンジュ

				36		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		角谷　忠司 カクタニチュウジ

				37		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		稲沢工業㈱ イナザワコウギョウ		小野寺　信光 オノデラノブミツ

				38		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		東洋電機㈱ トウヨウデンキ		大谷　博之 オオタニヒロユキ

				39		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		東洋電機㈱ トウヨウデンキ		橋本　圭司 ハシモトケイジ

				40		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		深田電機工業㈱ フカダデンキコウギョウ		加藤　之朗 カトウコレロウ

				41		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		各務　健二 カクムケンジ

				42		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱トヨコー		奥野　義博 オクノヨシヒロ

				43		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱長崎工業 ナガサキコウギョウ		田嶋　紀明 タジマノリアキ

				44		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱橋本製作所 ハシモトセイサ		近藤　実 コンドウミノル

				45		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱竜製作所 リュウセイサ		大蜘蛛　修 ダイクモオサム

				46		平成2年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		鹿島　弘次 カシマコウジ

				47		平成2年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		日比野　政己 ヒビノマサミ

				48		平成2年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		波越　智 ナミコシチ

				49		平成2年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱セイコー		樋口　忠彦 ヒグチタダヒコ

				50		平成2年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱長崎工業 ナガサキコウギョウ		祢宣田　辰夫 ネヨロシタタツオ

				51		平成2年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱竜製作所 リュウセイサ		倉田　幸彦 クラタユキヒコ

				52		平成2年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱竜製作所 リュウセイサ		中村　信行 ナカムラノブユキ

				53		平成2年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		アイラ工業㈱ コウギョウ		池田　健 イケダケン

				54		平成2年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		東洋電機㈱ トウヨウデンキ		大橋　一弘 オオハシカズヒロ

				55		平成3年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱相澤鉄工 アイザワテッコウ		小島　新吉 コジマシンキチ

				56		平成3年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱トヨコー		戸田　登志勝 トダトシカツ

				57		平成3年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱髙田製作所 タカダセイサ		朝川　良治 アサカワヨシハル

				58		平成3年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		青木　繁樹 アオキシゲキ

				59		平成3年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱竜製作所 リュウセイサ		稲熊　保彦 イナクマヤスヒコ

				60		平成3年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		床並　孝博 トコナミタカヒロ

				61		平成3年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		脇　政美 ワキマサミ

				62		平成3年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱長崎工業 ナガサキコウギョウ		沖田　昌宏 オキタマサヒロ

				63		平成3年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱竜製作所 リュウセイサ		熊澤　一男 クマザワカズオ

				64		平成4年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		東洋電機㈱ トウヨウデンキ		佐々木　敏之 ササキトシユキ

				65		平成4年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈲東南製作所 トウナンセイサ		野々村　茂 ノノムラシゲル

				66		平成4年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		佐藤　大助 サトウダイスケ

				67		平成4年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		アイラ工業㈱ コウギョウ		稲垣　代二 イナガキダイニ

				68		平成4年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		アイラ工業㈱ コウギョウ		渋谷　準 シブヤジュン

				69		平成4年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		東洋電機㈱ トウヨウデンキ		岩切　俊光 イワキリトシミツ

				70		平成4年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱竜製作所 リュウセイサ		蟹江　武史 カニエタケシ

				71		平成4年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱竜製作所 リュウセイサ		水野　昇 ミズノノボル

				72		平成4年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		馬場　弘明 ババヒロアキ

				73		平成4年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱ハラタ		木原　丈広 キハラジョウヒロ

				74		平成5年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		小泉　国男 コイズミクニオ

				75		平成5年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱相澤鉄工 アイザワテッコウ		小島　新吉 コジマシンキチ

				76		平成5年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		盛田　由己 モリタヨシミ

				77		平成5年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		田中　広一 タナカコウイチ

				78		平成5年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱相澤鉄工 アイザワテッコウ		相沢　隆清 アイザワタカキヨ

				79		平成5年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		松村　政由 マツムラマサヨシ

				80		平成5年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱竜製作所 リュウセイサ		阿知波　克幸 アチワカツユキ

				81		平成5年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		吉岡　治 ヨシオカオサム

				82		平成5年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		野村　忍 ノムラシノブ

				83		平成5年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱名古屋ｱﾙﾐｾﾝﾀｰ ナゴヤ		飯田　住久 イイダスミヒサ

				84		平成5年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈲東南製作所 トウナンセイサ		菅原　秀幸 スガワラヒデユキ

				85		平成6年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		青山　友之 アオヤマトモユキ

				86		平成6年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		宮田　賢一 ミヤタケンイチ

				87		平成6年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		牧野　広行 マキノヒロユキ

				88		平成6年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱ハラタ		青山　和義 アオヤマカズヨシ

				89		平成6年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		アイラ工業㈱ コウギョウ		岩井　鉦二 イワイカネニ

				90		平成6年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱相澤鉄工 アイザワテッコウ		渡辺　晃久 ワタナベアキヒサ

				91		平成6年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		前田　峰孝 マエダミネタカシ

				92		平成6年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱髙田製作所 タカダセイサ		加藤　則雄 カトウノリオ

				93		平成7年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		アイラ工業㈱ コウギョウ		稲垣　代二 イナガキダイニ

				94		平成7年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		城　栄史 シロエイシ

				95		平成7年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		堀　徳浩 ホリトクヒロ

				96		平成7年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱長崎工業 ナガサキコウギョウ		松崎　英之 マツザキヒデユキ

				97		平成7年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		水上　健二 ミズカミケンジ

				98		平成7年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		平野　誠 ヒラノマコト

				99		平成7年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱長崎工業 ナガサキコウギョウ		永野　寿 ナガノコトブキ

				100		平成7年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		昭和工業㈱ ショウワコウギョウ		長岡　一徳 ナガオカカズノリ

				101		平成7年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		浅尾　正人 アサオマサト

				102		平成7年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱橋本製作所 ハシモトセイサ		酒井　秀二 サカイヒデジ

				103		平成7年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		原　浩児 ハラコウジ

				104		平成8年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		須田　典幸 スダノリユキ

				105		平成8年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		笹山　和成 ササヤマカズナリ

				106		平成8年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱名古屋ｱﾙﾐｾﾝﾀｰ ナゴヤ		浜田　総一 ハマダソウイチ

				107		平成8年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱丹羽ｼｰﾄﾒﾀﾙ ニワ		丹羽　一男 ニワカズオ

				108		平成8年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱ハラタ		有富　靖俊 アトミヤストシ

				109		平成8年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		板垣　秀治 イタガキヒデジ

				110		平成8年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		片山　貴稔 カタヤマキミノル

				111		平成8年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱名古屋ｱﾙﾐｾﾝﾀｰ ナゴヤ		渡辺　正宏 ワタナベマサヒロ

				112		平成9年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱丹羽ｼｰﾄﾒﾀﾙ ニワ		丹羽　一男 ニワカズオ

				113		平成9年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		昭和工業㈱ ショウワコウギョウ		渡辺　真己 ワタナベシンオノレ

				114		平成10年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		青木　繁樹 アオキシゲキ

				115		平成10年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		竹内　直彦 タケウチナオヒコ

				116		平成10年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱大東工作所 ダイトウコウサクショ		矢野　智弘 ヤノトモヒロ

				117		平成10年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱セイコー		梶田　邦孝 カジタクニタカ

				118		平成10年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱小池製作所 コイケセイサ		長谷川　智之 ハセガワトモユキ

				119		平成10年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱髙田製作所 タカダセイサ		平井　紀康 ヒライノリヤス

				120		平成10年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		高木　大輔 タカキダイスケ

				121		平成10年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱相澤鉄工 アイザワテッコウ		岩瀬　直紀 イワセナオキ

				122		平成10年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		小谷　慎司 コタニシンジ

				123		平成10年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱ハラタ		古屋　悟 フルヤサトル

				124		平成11年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		藤田　衛 フジタマモル

				125		平成11年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱髙田製作所 タカダセイサ		東條　和紀 トウジョウカズノリ

				126		平成11年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		アイラ工業㈱ コウギョウ		成田　力 ナリタチカラ

				127		平成11年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		西ノ原　秀和 ニシハラヒデカズ

				128		平成11年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		打保　辰也 ウホタツヤ

				129		平成11年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱髙田製作所 タカダセイサ		中島　寛 ナカジマヒロシ

				130		平成11年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		大嶋　善範 オオシマゼンハン

				131		平成11年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱鈴重 スズジュウ		高橋　和秀 タカハシカズヒデ

				132		平成12年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱葵サービステクノ アオイ		早川　淑浩 ハヤカワシュクヒロ												数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ

				133		平成12年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱大東工作所 ダイトウコウサクショ		森本　圭一 モリモトケイイチ												数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ

				134		平成12年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		アイラ工業㈱ コウギョウ		水谷　智明 ミズタニトモアキ												機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ

				135		平成12年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱東愛知アマダ ヒガシアイチ		岩崎　英一 イワサキエイイチ												機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ

				136		平成12年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱高田製作所 タカダセイサクショ		藤ノ井　英造 フジイエイゾウ												工場板金　　　特級 コウジョウバンキントクキュウ

				137		平成12年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱葵サービステクノ アオイ		菊崎　正光 キクサキマサミツ

				138		平成13年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱セイコー		梶田　邦孝 カジタクニタカ

				139		平成13年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		小野　正幸 オノマサユキ

				140		平成13年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		渡部　哲也 ワタベテツヤ

				141		平成13年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱セイコー		野間　亜由美 ノマアユミ

				142		平成13年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		東洋電機㈱ トウヨウデンキ		田中　誠 タナカマコト

				143		平成13年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		東洋電機㈱ トウヨウデンキ		大橋　一弘 オオハシイチヒロ

				144		平成13年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱相澤鉄工 アイザワテッコウ		西浦　幸生 ニシウラユキオ

				145		平成13年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		アイラ工業㈱ コウギョウ		小林　豊史 コバヤシユタカシ

				146		平成13年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		柴田　昌人 シバタマサヒト

				147		平成13年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		鈴木　康夫 スズキヤスオ

				148		平成13年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		出口　善樹 デグチヨシキ

				149		平成14年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱葵サービステクノ アオイ		早川　淑浩 ハヤカワシュクヒロ

				150		平成14年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱大東工作所 ダイトウコウサクショ		水野　孝紀 ミズノタカノリ

				151		平成14年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		川浪　弘靖 カワナミヒロヤス

				152		平成14年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		岩切　学 イワキリマナ

				153		平成14年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱稲沢工業 イナザワコウギョウ		田島　一雄 タジマイチユウ

				154		平成14年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		アイラ工業㈱ コウギョウ		西垣　憲 ニシガキノリ

				155		平成15年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		アイラ工業㈱ コウギョウ		橋本　正吾 ハシモトマサゴ

				156		平成15年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈲志村プレス工業所		塩谷　賢二 シオタニケンジ

				157		平成15年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈲愛晃製作所 アイコウセイサクショ		糸永　浩章 イトナガヒロアキ

				158		平成15年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈲志村プレス工業所		鈴木　卓男 スズキタクオ

				159		平成15年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		田ノ上　雅仁 タウエマサニン

				160		平成15年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱セイコー		村下　高幸 ムラシタタカユキ

				161		平成16年		工場板金　　　特級 コウジョウバンキントクキュウ		㈱相澤鉄工 アイザワテッコウ		小島　新吉 コジマシンキチ

				162		平成16年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		各務　健二 カガミケンジ

				163		平成16年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱オークマスチールテクノ		高杉　亘 タカスギワタル

				164		平成16年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		竜　豊久 リュウユタカヒサ

				165		平成16年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱葵サービステクノ アオイ		成田　力 ナリタリキ

				166		平成16年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱葵サービステクノ アオイ		市来　隆志 イチライタカシ

				167		平成16年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱オークマスチールテクノ		板羽　健 イタハケン

				168		平成16年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱オークマスチールテクノ		有本　誠也 アリモトセイヤ

				169		平成16年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱ハラタ		古屋　悟 フルヤサトル

				170		平成16年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		中京金属㈱ チュウキョウキンゾク		児玉　友也 コダマトモヤ

				171		平成17年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		岩田　匡弘 イワタマサシヒロ

				172		平成17年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱大東工作所 ダイトウコウサクショ		古川　智章 フルカワトモアキ

				173		平成17年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		竜　豊久 リュウユタカヒサ

				174		平成17年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱オークマスチールテクノ		眞野　彰博 マノショウヒロ

				175		平成17年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		東円鈑工所 ヒガシエンバンコウショ		小島　克仁 コジマカツヒト

				176		平成17年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		加藤　匡洋 カトウヨウ

				177		平成17年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		山口　智将 ヤマグチトモショウ

				178		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		オークマスチールテクノ㈱		川上　修 カワカミシュウ

				179		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱セイコー		村下　高幸 ムラシタタカユキ

				180		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈲志村プレス工業所		塩谷　賢二 シオタニケンジ

				181		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		今泉　公人 イマイズミキミヒト

				182		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		伊藤　淳 イトウアツシ

				183		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		林　貴全 ハヤシタカゼン

				184		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		松尾　誠 マツオマコト

				185		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		金子　巌 カネコイワオ

				186		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		小浦　和道 コウラカズミチ

				187		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		本田　吉孝 ホンダヨシタカ

				188		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		岩崎　英一 イワサキエイイチ

				189		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		瀬戸　孝夫 セトタカオ

				190		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱葵サービステクノ アオイ		佐藤　雅史 サトウマサシ

				191		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		古郡　崇 フルグンスウ

				192		平成18年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		加藤　匡洋 カトウヨウ

				193		平成18年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱東円鈑工所 アズマエンバンコウショ		小島　克仁 コジマカツヒト

				194		平成18年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		木村　浩二 キムラヒロシニ

				195		平成18年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱小池製作所 コイケセイサクショ		柴田　直輝 シバタナオテル

				196		平成18年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		土屋　昭浩 ツチヤアキヒロ

				197		平成18年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		保科　道人 ホシナミチヒト

				198		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		小野　正幸 オノマサユキ

				199		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		石川　俊樹 イシカワトシキ

				200		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱トヨコー		戸田　雅人 トダマサヒト

				201		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱トヨコー		戸田　啓二 トダケイジ

				202		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		山本　康嗣 ヤマモトヤスツグ

				203		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		坂本　毅 サカモトツヨシ

				204		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		大野　昭二 オオノショウニ

				205		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		三島　英義 ミシマヒデヨシ

				206		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		後藤　義彦 ゴトウヨシヒコ

				207		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱大東工作所 ダイトウコウサクショ		柴田　義一 シバタヨシカズ

				208		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱大東工作所 ダイトウコウサクショ		前野　貴信 マエノタカノブ

				209		平成19年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈲志村プレス工業所		塩谷　賢二 シオタニケンジ

				210		平成19年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱高田製作所 タカダセイサクショ		白浜　一朗 シラハマイチロウ

				211		平成19年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		永井　正己 ナガイマサミ

				212		平成19年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		岩田　和人 イワタカズヒト

				213		平成19年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		安田　訓憲 ヤスダクンノリ

				214		平成19年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱大東工作所 ダイトウコウサクショ		山本　崇 ヤマモトタカシ

				215		平成19年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱大東工作所 ダイトウコウサクショ		福本　一志 フクモトイチシ

				216		平成20年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（資）久保田工業所 シクボタコウギョウショ		久保田　将行 クボタマサユキ

				217		平成20年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		西川　元保 ニシカワゲンホ

				218		平成20年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		永井　正己 ナガイマサミ

				219		平成20年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		青木　浩尚 アオキヒロナオ

				220		平成20年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		水野　大介 ミズノダイスケ

				221		平成20年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		上假屋　文孝 カミカヤフミコウ

				222		平成20年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		柚木　秀明 ユズキヒデアキ

				223		平成20年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		佐藤　孝 サトウタカシ

				224		平成20年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		安藤　公治 アンドウコウチ

				225		平成20年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		西井　純 ニシイジュン

				226		平成20年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱大東工作所 ダイトウコウサクショ		水野　孝紀 ミズノタカノリ

				227		平成20年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱栃尾製作所 トチオセイサクショ		栃尾　喜法 トチオヨシホウ

				228		平成20年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱葵サービステクノ アオイ		水口　和也 ミズグチカズヤ

				229		平成20年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		嶋崎　正二 シマザキマサニ

				230		平成20年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈲瑞穂テック ミズホ		大塚　健弘 オオツカケンヒロ

				231		平成20年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		杉浦　允男 スギウラマコトオ

				232		平成20年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		那須　篤則 ナスアツノリ

				233		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		笹山　知成 ササヤマシナリ

				234		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		角本　和夫 カドモトカズオ

				235		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		土屋　栄作 ツチヤエイサク

				236		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		佐藤　稚彦 サトウチヒコ

				237		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		澤田　幸一 サワダユキイチ

				238		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		大鹿　みき オオシカ

				239		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		山下　智生 ヤマシタトモオ

				240		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱創円 ソウエン		服部　太志 ハットリフトシ

				241		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱大東工作所 ダイトウコウサクショ		西巻　祥平 ニシマキショウヘイ

				242		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱棚長 タナチョウ		本多　秀明 ホンダヒデアキ

				243		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱棚長 タナチョウ		杉浦　允男 スギウラマコトオ

				244		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		岩瀬　功典 イワセコウテン

				245		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		梅田　哲司 ウメダテツシ

				246		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		中桐　佳彦 ナカキリヨシヒコ

				247		平成21年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		鹿島　弘次 シカシマヒロツギ

				248		平成21年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		宮田　賢一 ミヤタケンイチ

				249		平成21年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱棚長 タナチョウ		柴田　昌人 シバタマサヒト

				250		平成21年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		城　栄史 ジョウエイシ

				251		平成21年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱葵サービステクノ アオイ		市来　隆志 イチライタカシ

				252		平成21年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱棚長 タナチョウ		榊原　健太郎 サカキバラケンタロウ

				253		平成21年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱遠松製作所 エンマツセイサクショ		中西　淑 ナカニシシュク

				254		平成22年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		上假屋　文孝 カミカヤフミコウ

				255		平成22年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		倉智　広志 クラトモヒロシシ

				256		平成22年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		福井　敏彦 フクイトシヒコ

				257		平成22年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		松林　昌彦 マツバヤシマサヒコ

				258		平成22年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱河村産業所 カワムラサンギョウショ		小出　素久 コイデモトヒサ

				259		平成22年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（資）久保田工業所 シクボタコウギョウショ		久保田　将行 クボタマサユキ

				260		平成22年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		西川　裕記 ニシカワユウキ

				261		平成23年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈲志村プレス工業所		大橋　達也 オオハシタツヤ

				262		平成23年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱高田製作所 タカダセイサクショ		藤ノ井　英造 フジイエイゾウ

				263		平成23年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱高田製作所 タカダセイサクショ		吉田　竜也 ヨシダタツヤ

				264		平成23年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		杉浦　允男 スギウラマコトオ

				265		平成23年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱タニテクニカル		西野　剛史 ニシノゴウシ

				266		平成23年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		福井　敏彦 フクイトシヒコ

				267		平成23年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		オークマスチールテクノ㈱		上林　竜司 ウエハヤシタツシ

				268		平成23年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		オークマスチールテクノ㈱		船戸　勉 フナトベン

				269		平成23年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		山下　智生 ヤマシタトモオ

				270		平成23年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱タニテクニカル		畠山　広勇 ハタヤマヒロイサム

				271		平成23年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		坂下　貴法 サカシタキノリ

				272		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		佐藤　孝 サトウタカシ

				273		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱タニテクニカル		小野田　隼人 オノダハヤト

				274		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		安藤　公治 アンドウコウチ

				275		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		山田　邦充 ヤマダクニミツ

				276		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		市野　哲士 イチノテツシ

				277		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		岩間　準一 イワマジュンイチ

				278		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		萩　洋 ハギヒロシ

				279		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		久高　将也 ヒサタカマサヤ

				280		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		富田　貴樹 トミタタカキ

				281		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		森本　喜巳彦 モリモトキミヒコ

				282		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		片渕　彰 カタフチアキラ

				283		平成24年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		波越　智 ナミコシチ

				284		平成24年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		保科  道人 ホシナミチヒト

				285		平成24年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナナガ		榊原　健太郎 サカキバラケンタロウ

				286		平成24年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱山宝 ヤマタカラ		松嶋　真 マツシママコト

				287		平成24年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱中日技研 チュウニチギケン		野村　幸弘 ノムラユキヒロ

				288		平成24年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		澤木  勇作 サワキユウサク

				289		平成24年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		小森  浩史 コモリヒロシシ

				290		平成24年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		吉崎　博 ヨシザキヒロシ

				291		平成24年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱TANI・テクニカル		秋丸　啓介 アキマルケイスケ

				292		平成24年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱TANI・テクニカル		上田  勝久 ウエダカツヒサ

				293		平成24年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		浅野  尚紀 アサノナオオサム

				294		平成24年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナナガ		村松  択弥 ムラマツタクワタル

				295		平成24年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱橋本製作所 ハシモトセイサクジョ		山田　純 ヤマダジュン

				296		平成24年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		佐藤  雅彦 サトウマサヒコ

				297		平成24年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		後藤  義彦 ゴトウヨシヒコ

				298		平成24年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		澤田  幸一 サワダコウイチ

				299		平成24年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナナガ		杉浦　充男 スギウラミツルオトコ

				300		平成24年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱高田製作所 タカダセイサクジョ		藤ノ井　英造 フジセイエイゾウ

				301		平成24年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		山田  健雄 ヤマダタケオ

				302		平成24年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナナガ		竹本　英幸 タケモトヒデユキ

				303		平成24年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		渡邊  幸人 ワタナベユキヒト

				304		平成25年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		岩切　学 イワキリマナブ

				305		平成25年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		岩田　和人 イワタカズト

				306		平成25年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		森　武彦 モリタケヒコ

				307		平成25年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）イシカワ カブ		吉川　卓宏 ヨシカワタクヒロシ

				308		平成25年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）イシカワ カブ		浜本　雅美 ハマモトマサミ

				309		平成25年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）タニテクニカル カブ		勝原　文彦 カツハラフミヒコ

				310		平成25年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		オークマ（株） カブ		冨田　誠 トミタマコト

				311		平成25年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		オークマ（株） カブ		杉江　俊幸 スギエトシユキ

				312		平成25年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		オークマ（株） カブ		土田　智文 ツチダトモフミ

				313		平成25年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）大東工作所 カブダイトウコウサクショ		西巻　祥平 ニシマキショウヘイ

				314		平成25年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）大東工作所 カブダイトウコウサクショ		森本　圭一 モリモトケイイチ

				315		平成25年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナナガ		柴田　昌人 シバタマサト

				316		平成25年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナナガ		渡辺　慧 ワタナベケイ

				317		平成25年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）中藤電機産業 カブナカフジデンキサンギョウ		山崎　泰規 ヤマザキヤスノリ

				318		平成25年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		金澤　真輝 カナザワマテル

				319		平成26年		工場板金　　　特級 コウジョウバンキントクキュウ		（株）興和工業所 カブコウワコウギョウショ		青山　友之 アオヤマトモユキ

				320		平成26年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）興和工業所 カブコウワコウギョウショ		吉岡　治 ヨシオカオサム

				321		平成26年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		稲沢工業（株） イナザワコウギョウカブ		田嶋　一雄 タジマカズオ

				322		平成26年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）セイコー カブ		巣山　亜由美 スヤマアユミ

				323		平成26年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）タニテクニカル カブ		石田　隆一 イシダリュウイチ

				324		平成26年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		オークマスチールテクノ㈱		栗山　純一 クリヤマジュンイチ

				325		平成26年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アライ カブ		西谷　公一 ニシタニコウイチ

				326		平成26年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）大東工作所 カブダイトウコウサクショ		古川　智章 フルカワトモアキ

				327		平成26年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）大東工作所 カブダイトウコウサクショ		前野　貴信 マエノタカノブ

				328		平成26年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		神田　賢 カンダケン

				329		平成26年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		沖島　雄介 オキシマユウスケ

				330		平成26年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		オークマスチールテクノ（株） カブ		土田　智文 ツチダトモフミ

				331		平成26年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		アルパ工業（株） コウギョウカブ		遠藤　友紀雄 エンドウユキオ

				332		平成26年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（有）瑞穂テック ユウミズホ		澤田　龍治 サワダリュウジ

				333		平成27年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）葵サービステクノ カブアオイ		水口　和也 ミズグチカズヤ

				334		平成27年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		本田　吉孝 ホンダヨシタカ

				335		平成27年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		河村　光信 カワムラミツノブ

				336		平成27年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アライ カブ		浅野　尚紀 アサノナオキ

				337		平成27年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		カネトヨ（株） カブ		伊藤　祐一 イトウユウイチ

				338		平成27年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）葵サービステクノ カブアオイ		鈴木　健史 スズキケンジ

				339		平成27年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）葵サービステクノ カブアオイ		山崎　真 ヤマザキマコト

				340		平成27年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		金澤　真輝 カナザワマテル

				341		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（有）瑞穂テック ユウミズホ		大塚　健弘 オオツカタケヒロ

				342		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）河村産業所 カブカワムラサンギョウショ		小出　素久 コイデモトヒサ

				343		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		佐藤　治也 サトウハルヤ

				344		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		辻　義貴 ツジヨシタカ

				345		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）セイコー カブ		巣山　亜由美 スヤマアユミ

				346		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		カネトヨ（株） カブ		加登　和行 カノボルカズユキ

				347		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）アライ カブ		馬場　隆明 ババタカアキ

				348		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		鷲尾　陽平 ワシオヨウヘイ

				349		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		オークマスチールテクノ（株） カブ		岩田　貢 イワタミツグ

				350		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		オークマスチールテクノ（株） カブ		栗山　純一 クリヤマジュンイチ

				351		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		オークマスチールテクノ（株） カブ		杉江　俊幸 スギエトシユキ

				352		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		オークマスチールテクノ（株） カブ		小野島　健太 オノジマケンタ

				353		平成28年 ヘイセイネン		工場板金　　　特級 コウジョウバンキントクキュウ		（株）大東工作所 カブダイトウコウサクショ		水野　孝紀 ミズノタカノリ

				354		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長（株） タナチョウカブ		村松　拓弥 ムラマツタクヤ

				355		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）髙田製作所 カブタカダセイ		近藤　貴嗣 コンドウタカツグ

				356		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）セイコー カブ		巣山　博文 スヤマヒロフミ

				357		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）セイコー カブ		村下　清幸 ムラシタキヨユキ

				358		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		辻　義貴 ツジヨシタカ

				359		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		沖島　雄介 オキシマユウスケ

				360		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		神田　賢 カンダケン

				361		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		オークマスチールテクノ（株） カブ		青山　勉 アオヤマツトム

				362		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		国吉　翔太 クニヨシショウタ

				363		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（有）瑞穂テック ユウミズホ		外山　翔悟 トヤマショウゴ

				364		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（有）瑞穂テック ユウミズホ		浅井　隆弘 アサイタカヒロ

				365		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アライ カブ		小澤　吉徳 オザワヨシトク

				366		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アライ カブ		岩田　光生 イワタミツオ

				367		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）興和工業所 カブコウワコウギョウショ		渡部　哲也 ワタベテツヤ

				368		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		金澤　真輝 カナザワマテル

				369		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		末澤　廣志 スエザワヒロシシ

				370		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		豊田　勇二 トヨタユウジ

				371		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（有）瑞穂テック ユウミズホ		澤田　龍治 サワダリュウジ

				372		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		棚長（株） タナチョウカブ		石川　健志 イシカワタケシシ

				373		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		カネトヨ（株） カブ		桑田　政治 クワタマサオサ

				374		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		アルパ工業（株） コウギョウカブ		石倉　健 イシクラタケシ

				375		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		アルパ工業（株） コウギョウカブ		加藤　和行 カトウカズユキ

				376		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		稲沢工業（株） イナザワコウギョウカブ		佐治　裕太 サジユウタ

				377		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）アライ カブ		前田　涼 マエダリョウ

				378		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）アライ カブ		伊藤　勝 イトウマサル







工場板金  特級 3
機械板金  1級 56
機械板金  2級 141
ＮＣＴ板金 1級 82
ＮＣＴ板金 ２級 96

合計 378

62年 63年 元年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 ７年 ８年 ９年 １０年 １１年 １２年 １３年
工場板金  特級 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機械板金  1級 1 3 1 0 0 0 1 0 0 3 0 1 1 1 1
機械板金  2級 7 5 4 9 4 9 9 5 7 2 1 4 6 2 5
ＮＣＴ板金 1級 2 0 1 0 3 0 0 1 3 0 1 1 0 0 1
ＮＣＴ板金 ２級 4 2 4 11 2 1 1 2 1 3 0 4 1 3 4

合計 14 10 10 20 9 10 11 8 11 8 2 10 8 6 11

14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年
工場板金  特級 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
機械板金  1級 0 0 1 1 2 3 2 4 1 6 5 3 3 4 8
機械板金  2級 5 4 1 4 4 4 5 3 1 5 8 6 3 4 5
ＮＣＴ板金 1級 1 1 3 1 12 8 4 3 4 9 6 3 4 5 5
ＮＣＴ板金 ２級 0 1 4 1 2 3 6 11 1 2 2 3 3 7 7

合計 6 6 10 7 20 18 17 21 7 22 21 15 14 20 26

技能検定


会長・役員

		

																		（敬称略） ケイショウリャク

						初代 ショダイ		４年間 ネンカン		１９８７（昭和６２） ショウワ		～		１９９０（平成２）年度 ヘイセイネンド		（株）ハラタ カブ		原田　吉助 ハラタキチスケ

						２代 ダイ		５年間 ネンカン		１９９１（平成３） ヘイセイ		～		１９９５（平成７）年度 ヘイセイネンド		（株）日洋工業 カブニチヨウコウギョウ		名知　義 ナチギ

						３代 ダイ		２年間 ネンカン		１９９６（平成８） ヘイセイ		～		１９９７（平成９）年度 ヘイセイネンド		鬼頭工業（株） キトウコウギョウカブ		鬼頭　七郎 キトウシチロウ

						４代 ダイ		１年間 ネンカン		１９９８（平成１０）年度 ヘイセイネンド						（株）丹羽シートメタル カブニワ		丹羽　一男 ニワカズオ

						５代 ダイ		４年間 ネンカン		１９９９（平成１１） ヘイセイ		～		２００２（平成１４）年度 ヘイセイネンド		（株）大東工作所 カブダイトウコウサクショ		岡本　喜義 オカモトキギ

						６代 ダイ		６年間 ネンカン		２００３（平成１５） ヘイセイ		～		２００８（平成２０）年度 ヘイセイネンド		（有）愛晃製作所 ユウアイコウセイ		鈴木　善一 スズキゼンイチ

						７代 ダイ		４年間 ネンカン		２００９（平成２１） ヘイセイ		～		２０１２（平成２４）年度 ヘイセイネンド		（株）三神鈑金工業所 カブミカミバンコウギョウショ		三神　毅 ミカミツヨシ

						８代 ダイ		４年間 ネンカン		２０１３（平成２５） ヘイセイ		～		２０１６（平成２８）年度 ヘイセイネンド		（株）鈴木工業 カブスズキコウギョウ		鈴木　信夫 スズキノブオ

																						会長 カイチョウ		原田　吉助 ハラダキチスケ		（株）ハラタ カブ

																						副会長 フクカイチョウ		名知　義 ナチギ		（株）日洋工業 カブニチヨウコウギョウ

																						副会長 フクカイチョウ		久保田　浩平 クボタヒロシヘイ		（資）久保田工業所 シクボタコウギョウショ

																						副会長 フクカイチョウ		宮田　政一 ミヤタマサイチ		宮田鈑金（株） ミヤタバンカブ

																						副会長 フクカイチョウ		鬼頭　七郎 キトウシチロウ		鬼頭工業（株） キトウコウギョウカブ

																						副会長 フクカイチョウ		岡田　銨男 オカダアンオトコ		（株）山岡金属工業 カブヤマオカキンゾクコウギョウ

																						会計 カイケイ		田中　恒三 タナカコウゾウ		（有）田中金属品製作所 ユウタナカキンゾクヒンセイ

																						幹事 カンジ		三神　毅 ミカミツヨシ		（株）三神鈑金工業所 カブミカミバンコウギョウショ

																						幹事 カンジ		大河内　充博 オオコウチミツヒロシ		福助工業（株） フクスケコウギョウカブ

																						幹事 カンジ		鈴木　宏司 スズキヒロシツカサ		（有）鈴重鉄工所 ユウスズシゲテッコウショ

																						幹事 カンジ		髙田　幸孝 タカダユキタカ		（有）髙田製作所 ユウタカダセイ

																						幹事 カンジ		岡本　喜義 オカモトキギ		（株）大東工作所 カブダイトウコウサクショ

																						幹事 カンジ		加藤　昭平 カトウショウヘイ		深田電機工業（株） フカダデンキコウギョウカブ

																						幹事 カンジ		渡辺　久男 ワタナベヒサオ		（株）渡辺製作所 カブワタナベセイ

																						幹事 カンジ		丹羽　一男 ニワカズオ		（株）丹羽シートメタル カブニワ

																						幹事 カンジ		河村　明生 カワムラアキオ		（株）河村産業所 カブカワムラサンギョウショ

																						監事 カンジ		長谷川　宏之 ハセガワヒロシユキ		中京金属（株） チュウキョウキンゾクカブ

																						監事 カンジ		棚橋　敏光 タナハシトシヒカリ		（有）棚橋製作所 ユウタナハシセイ
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				番号 バンゴウ		年 ネン		検定名 ケンテイメイ		会社名 カイシャメイ		氏名 シメイ						62		63		元 ガン		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28

				1		昭和６２年 ショウワネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）丹羽シートメタル カブニワ		角　繁義 スミシゲヨシ				工場板金　　　特級 コウジョウバンキントクキュウ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		3

				2		昭和６２年 ショウワネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		エヌ．エス．デー（株） カブ		柴田　勝功 シバタカツイサオ				機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		1		3		1		0		0		0		1		0		0		3		0		1		1		1		1		0		0		1		1		2		3		2		4		1		6		5		3		3		4		8		56

				3		昭和６２年 ショウワネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）日洋工業 カブニチヨウコウギョウ		堀　徳浩 ホリノリヒロ				機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		7		5		4		9		4		9		9		5		7		2		1		4		6		2		5		5		4		1		4		4		4		5		3		1		5		8		6		3		4		5		141

				4		昭和６２年 ショウワネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		福助工業（株） フクスケコウギョウカブ		原　隆行 ハラタカユキ				数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		2		0		1		0		3		0		0		1		3		0		1		1		0		0		1		1		1		3		1		12		8		4		3		4		9		6		3		4		5		5		82

				5		昭和６２年 ショウワネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）河村産業所 カブカワムラサンギョウショ		稲垣　喜昭 イナガキヨシアキ				数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		4		2		4		11		2		1		1		2		1		3		0		4		1		3		4		0		1		4		1		2		3		6		11		1		2		2		3		3		7		7		96

				6		昭和６２年 ショウワネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		稲沢工業（株） イナザワコウギョウカブ		越智　清雄 オチキヨユウ						14		10		10		20		9		10		11		8		11		8		2		10		8		6		11		6		6		10		7		20		18		17		21		7		22		21		15		14		20		26		378

				7		昭和６２年 ショウワネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		東洋機械（株） トウヨウキカイカブ		中根　年生 ナカネトシオ

				8		昭和６２年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		東洋機械（株） トウヨウキカイカブ		中谷　啓吾 ナカタニケイゴ

				9		昭和６２年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		東洋機械（株） トウヨウキカイカブ		加藤　浩司 カトウコウジ

				10		昭和６２年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		中京金属（株） チュウキョウキンゾクカブ		大森　三由 オオモリサンヨシ

				11		昭和６２年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		中京金属（株） チュウキョウキンゾクカブ		安藤　栄二 アンドウエイジ

				12		昭和６２年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		中京金属（株） チュウキョウキンゾクカブ		平松　貞雄 ヒラマツサダオ

				13		昭和６２年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		中京金属（株） チュウキョウキンゾクカブ		副島　義雄 ソエジマヨシオ

				14		昭和６２年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）大東工作所 カブダイトウコウサクショ		中根　博志 ナカネヒロシ

				15		昭和６３年 ショウワネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		戸田溶接工業（株） トダヨウセツコウギョウカブ		戸田　登志勝 トダトシカツ

				16		昭和６３年 ショウワネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）興和工業所 カブコウワコウギョウショ		青山　友之 アオヤマトモユキ

				17		昭和６３年 ショウワネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）丹羽シートメタル カブニワ		角　繁義 スミシゲヨシ

				18		昭和６３年 ショウワネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（有）髙田製作所 ユウタカダセイ		出渕　徳夫 デブチトクオ

				19		昭和６３年 ショウワネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）日洋工業 カブニチヨウコウギョウ		西山　秀雄 ニシヤマヒデオ

				20		昭和６３年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）ハラタ カブ		有富　晴敏 アリトミハルトシ

				21		昭和６３年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）日洋工業 カブニチヨウコウギョウ		加藤　直彦 カトウナオヒコ

				22		昭和６３年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）日洋工業 カブニチヨウコウギョウ		柵木　章作 タナキショウサク

				23		昭和６３年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		中京金属（株） チュウキョウキンゾクカブ		工藤　宏美 クドウヒロミ

				24		昭和６３年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）渡辺製作所 カブワタナベセイ		富田　直樹 トミタナオキ

				25		平成元年 ヘイセイガンネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（有）髙田製作所 ユウタカダセイ		出渕　徳夫 デブチトクオ

				26		平成元年 ヘイセイガンネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）興和工業所 カブコウワコウギョウショ		各務　健二 カカミケンジ

				27		平成元年 ヘイセイガンネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）興和工業所 カブコウワコウギョウショ		後藤　豊昭 ゴトウトヨアキ

				28		平成元年 ヘイセイガンネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		深田電機工業（株） フカダデンキコウギョウカブ		百瀬　道春 モモセミチハル

				29		平成元年 ヘイセイガンネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		深田電機工業（株） フカダデンキコウギョウカブ		加藤　修 カトウオサム

				30		平成元年 ヘイセイガンネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（有）髙田製作所 ユウタカダセイ		山内　茂 ヤマウチシゲル

				31		平成元年 ヘイセイガンネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）日洋工業 カブニチヨウコウギョウ		木村　崇 キムラタカシ

				32		平成元年 ヘイセイガンネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）相沢鉄工 カブアイザワテッコウ		相沢　隆清 アイザワタカシキヨ

				33		平成元年 ヘイセイガンネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）興和工業所 カブコウワコウギョウショ		倉智　広志 クラチヒロシ

				34		平成元年 ヘイセイガンネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）興和工業所 カブコウワコウギョウショ		水上　健二 ミズカミケンジ

				35		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		石川　俊樹 イシカワシュンジュ

				36		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		角谷　忠司 カクタニチュウジ

				37		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		稲沢工業㈱ イナザワコウギョウ		小野寺　信光 オノデラノブミツ

				38		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		東洋電機㈱ トウヨウデンキ		大谷　博之 オオタニヒロユキ

				39		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		東洋電機㈱ トウヨウデンキ		橋本　圭司 ハシモトケイジ

				40		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		深田電機工業㈱ フカダデンキコウギョウ		加藤　之朗 カトウコレロウ

				41		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		各務　健二 カクムケンジ

				42		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱トヨコー		奥野　義博 オクノヨシヒロ

				43		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱長崎工業 ナガサキコウギョウ		田嶋　紀明 タジマノリアキ

				44		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱橋本製作所 ハシモトセイサ		近藤　実 コンドウミノル

				45		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱竜製作所 リュウセイサ		大蜘蛛　修 ダイクモオサム

				46		平成2年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		鹿島　弘次 カシマコウジ

				47		平成2年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		日比野　政己 ヒビノマサミ

				48		平成2年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		波越　智 ナミコシチ

				49		平成2年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱セイコー		樋口　忠彦 ヒグチタダヒコ

				50		平成2年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱長崎工業 ナガサキコウギョウ		祢宣田　辰夫 ネヨロシタタツオ

				51		平成2年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱竜製作所 リュウセイサ		倉田　幸彦 クラタユキヒコ

				52		平成2年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱竜製作所 リュウセイサ		中村　信行 ナカムラノブユキ

				53		平成2年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		アイラ工業㈱ コウギョウ		池田　健 イケダケン

				54		平成2年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		東洋電機㈱ トウヨウデンキ		大橋　一弘 オオハシカズヒロ

				55		平成3年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱相澤鉄工 アイザワテッコウ		小島　新吉 コジマシンキチ

				56		平成3年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱トヨコー		戸田　登志勝 トダトシカツ

				57		平成3年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱髙田製作所 タカダセイサ		朝川　良治 アサカワヨシハル

				58		平成3年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		青木　繁樹 アオキシゲキ

				59		平成3年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱竜製作所 リュウセイサ		稲熊　保彦 イナクマヤスヒコ

				60		平成3年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		床並　孝博 トコナミタカヒロ

				61		平成3年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		脇　政美 ワキマサミ

				62		平成3年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱長崎工業 ナガサキコウギョウ		沖田　昌宏 オキタマサヒロ

				63		平成3年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱竜製作所 リュウセイサ		熊澤　一男 クマザワカズオ

				64		平成4年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		東洋電機㈱ トウヨウデンキ		佐々木　敏之 ササキトシユキ

				65		平成4年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈲東南製作所 トウナンセイサ		野々村　茂 ノノムラシゲル

				66		平成4年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		佐藤　大助 サトウダイスケ

				67		平成4年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		アイラ工業㈱ コウギョウ		稲垣　代二 イナガキダイニ

				68		平成4年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		アイラ工業㈱ コウギョウ		渋谷　準 シブヤジュン

				69		平成4年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		東洋電機㈱ トウヨウデンキ		岩切　俊光 イワキリトシミツ

				70		平成4年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱竜製作所 リュウセイサ		蟹江　武史 カニエタケシ

				71		平成4年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱竜製作所 リュウセイサ		水野　昇 ミズノノボル

				72		平成4年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		馬場　弘明 ババヒロアキ

				73		平成4年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱ハラタ		木原　丈広 キハラジョウヒロ

				74		平成5年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		小泉　国男 コイズミクニオ

				75		平成5年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱相澤鉄工 アイザワテッコウ		小島　新吉 コジマシンキチ

				76		平成5年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		盛田　由己 モリタヨシミ

				77		平成5年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		田中　広一 タナカコウイチ

				78		平成5年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱相澤鉄工 アイザワテッコウ		相沢　隆清 アイザワタカキヨ

				79		平成5年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		松村　政由 マツムラマサヨシ

				80		平成5年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱竜製作所 リュウセイサ		阿知波　克幸 アチワカツユキ

				81		平成5年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		吉岡　治 ヨシオカオサム

				82		平成5年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		野村　忍 ノムラシノブ

				83		平成5年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱名古屋ｱﾙﾐｾﾝﾀｰ ナゴヤ		飯田　住久 イイダスミヒサ

				84		平成5年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈲東南製作所 トウナンセイサ		菅原　秀幸 スガワラヒデユキ

				85		平成6年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		青山　友之 アオヤマトモユキ

				86		平成6年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		宮田　賢一 ミヤタケンイチ

				87		平成6年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		牧野　広行 マキノヒロユキ

				88		平成6年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱ハラタ		青山　和義 アオヤマカズヨシ

				89		平成6年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		アイラ工業㈱ コウギョウ		岩井　鉦二 イワイカネニ

				90		平成6年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱相澤鉄工 アイザワテッコウ		渡辺　晃久 ワタナベアキヒサ

				91		平成6年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		前田　峰孝 マエダミネタカシ

				92		平成6年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱髙田製作所 タカダセイサ		加藤　則雄 カトウノリオ

				93		平成7年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		アイラ工業㈱ コウギョウ		稲垣　代二 イナガキダイニ

				94		平成7年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		城　栄史 シロエイシ

				95		平成7年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		堀　徳浩 ホリトクヒロ

				96		平成7年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱長崎工業 ナガサキコウギョウ		松崎　英之 マツザキヒデユキ

				97		平成7年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		水上　健二 ミズカミケンジ

				98		平成7年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		平野　誠 ヒラノマコト

				99		平成7年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱長崎工業 ナガサキコウギョウ		永野　寿 ナガノコトブキ

				100		平成7年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		昭和工業㈱ ショウワコウギョウ		長岡　一徳 ナガオカカズノリ

				101		平成7年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		浅尾　正人 アサオマサト

				102		平成7年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱橋本製作所 ハシモトセイサ		酒井　秀二 サカイヒデジ

				103		平成7年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		原　浩児 ハラコウジ

				104		平成8年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		須田　典幸 スダノリユキ

				105		平成8年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		笹山　和成 ササヤマカズナリ

				106		平成8年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱名古屋ｱﾙﾐｾﾝﾀｰ ナゴヤ		浜田　総一 ハマダソウイチ

				107		平成8年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱丹羽ｼｰﾄﾒﾀﾙ ニワ		丹羽　一男 ニワカズオ

				108		平成8年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱ハラタ		有富　靖俊 アトミヤストシ

				109		平成8年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		板垣　秀治 イタガキヒデジ

				110		平成8年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		片山　貴稔 カタヤマキミノル

				111		平成8年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱名古屋ｱﾙﾐｾﾝﾀｰ ナゴヤ		渡辺　正宏 ワタナベマサヒロ

				112		平成9年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱丹羽ｼｰﾄﾒﾀﾙ ニワ		丹羽　一男 ニワカズオ

				113		平成9年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		昭和工業㈱ ショウワコウギョウ		渡辺　真己 ワタナベシンオノレ

				114		平成10年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		青木　繁樹 アオキシゲキ

				115		平成10年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		竹内　直彦 タケウチナオヒコ

				116		平成10年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱大東工作所 ダイトウコウサクショ		矢野　智弘 ヤノトモヒロ

				117		平成10年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱セイコー		梶田　邦孝 カジタクニタカ

				118		平成10年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱小池製作所 コイケセイサ		長谷川　智之 ハセガワトモユキ

				119		平成10年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱髙田製作所 タカダセイサ		平井　紀康 ヒライノリヤス

				120		平成10年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		高木　大輔 タカキダイスケ

				121		平成10年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱相澤鉄工 アイザワテッコウ		岩瀬　直紀 イワセナオキ

				122		平成10年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		小谷　慎司 コタニシンジ

				123		平成10年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱ハラタ		古屋　悟 フルヤサトル

				124		平成11年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		藤田　衛 フジタマモル

				125		平成11年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱髙田製作所 タカダセイサ		東條　和紀 トウジョウカズノリ

				126		平成11年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		アイラ工業㈱ コウギョウ		成田　力 ナリタチカラ

				127		平成11年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		西ノ原　秀和 ニシハラヒデカズ

				128		平成11年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		打保　辰也 ウホタツヤ

				129		平成11年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱髙田製作所 タカダセイサ		中島　寛 ナカジマヒロシ

				130		平成11年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		大嶋　善範 オオシマゼンハン

				131		平成11年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱鈴重 スズジュウ		高橋　和秀 タカハシカズヒデ

				132		平成12年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱葵サービステクノ アオイ		早川　淑浩 ハヤカワシュクヒロ												数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ

				133		平成12年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱大東工作所 ダイトウコウサクショ		森本　圭一 モリモトケイイチ												数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ

				134		平成12年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		アイラ工業㈱ コウギョウ		水谷　智明 ミズタニトモアキ												機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ

				135		平成12年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱東愛知アマダ ヒガシアイチ		岩崎　英一 イワサキエイイチ												機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ

				136		平成12年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱高田製作所 タカダセイサクショ		藤ノ井　英造 フジイエイゾウ												工場板金　　　特級 コウジョウバンキントクキュウ

				137		平成12年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱葵サービステクノ アオイ		菊崎　正光 キクサキマサミツ

				138		平成13年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱セイコー		梶田　邦孝 カジタクニタカ

				139		平成13年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		小野　正幸 オノマサユキ

				140		平成13年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		渡部　哲也 ワタベテツヤ

				141		平成13年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱セイコー		野間　亜由美 ノマアユミ

				142		平成13年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		東洋電機㈱ トウヨウデンキ		田中　誠 タナカマコト

				143		平成13年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		東洋電機㈱ トウヨウデンキ		大橋　一弘 オオハシイチヒロ

				144		平成13年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱相澤鉄工 アイザワテッコウ		西浦　幸生 ニシウラユキオ

				145		平成13年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		アイラ工業㈱ コウギョウ		小林　豊史 コバヤシユタカシ

				146		平成13年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		柴田　昌人 シバタマサヒト

				147		平成13年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		鈴木　康夫 スズキヤスオ

				148		平成13年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		出口　善樹 デグチヨシキ

				149		平成14年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱葵サービステクノ アオイ		早川　淑浩 ハヤカワシュクヒロ

				150		平成14年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱大東工作所 ダイトウコウサクショ		水野　孝紀 ミズノタカノリ

				151		平成14年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		川浪　弘靖 カワナミヒロヤス

				152		平成14年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		岩切　学 イワキリマナ

				153		平成14年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱稲沢工業 イナザワコウギョウ		田島　一雄 タジマイチユウ

				154		平成14年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		アイラ工業㈱ コウギョウ		西垣　憲 ニシガキノリ

				155		平成15年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		アイラ工業㈱ コウギョウ		橋本　正吾 ハシモトマサゴ

				156		平成15年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈲志村プレス工業所		塩谷　賢二 シオタニケンジ

				157		平成15年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈲愛晃製作所 アイコウセイサクショ		糸永　浩章 イトナガヒロアキ

				158		平成15年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈲志村プレス工業所		鈴木　卓男 スズキタクオ

				159		平成15年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		田ノ上　雅仁 タウエマサニン

				160		平成15年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱セイコー		村下　高幸 ムラシタタカユキ

				161		平成16年		工場板金　　　特級 コウジョウバンキントクキュウ		㈱相澤鉄工 アイザワテッコウ		小島　新吉 コジマシンキチ

				162		平成16年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		各務　健二 カガミケンジ

				163		平成16年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱オークマスチールテクノ		高杉　亘 タカスギワタル

				164		平成16年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		竜　豊久 リュウユタカヒサ

				165		平成16年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱葵サービステクノ アオイ		成田　力 ナリタリキ

				166		平成16年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱葵サービステクノ アオイ		市来　隆志 イチライタカシ

				167		平成16年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱オークマスチールテクノ		板羽　健 イタハケン

				168		平成16年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱オークマスチールテクノ		有本　誠也 アリモトセイヤ

				169		平成16年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱ハラタ		古屋　悟 フルヤサトル

				170		平成16年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		中京金属㈱ チュウキョウキンゾク		児玉　友也 コダマトモヤ

				171		平成17年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		岩田　匡弘 イワタマサシヒロ

				172		平成17年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱大東工作所 ダイトウコウサクショ		古川　智章 フルカワトモアキ

				173		平成17年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		竜　豊久 リュウユタカヒサ

				174		平成17年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱オークマスチールテクノ		眞野　彰博 マノショウヒロ

				175		平成17年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		東円鈑工所 ヒガシエンバンコウショ		小島　克仁 コジマカツヒト

				176		平成17年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		加藤　匡洋 カトウヨウ

				177		平成17年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		山口　智将 ヤマグチトモショウ

				178		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		オークマスチールテクノ㈱		川上　修 カワカミシュウ

				179		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱セイコー		村下　高幸 ムラシタタカユキ

				180		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈲志村プレス工業所		塩谷　賢二 シオタニケンジ

				181		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		今泉　公人 イマイズミキミヒト

				182		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		伊藤　淳 イトウアツシ

				183		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		林　貴全 ハヤシタカゼン

				184		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		松尾　誠 マツオマコト

				185		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		金子　巌 カネコイワオ

				186		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		小浦　和道 コウラカズミチ

				187		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		本田　吉孝 ホンダヨシタカ

				188		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		岩崎　英一 イワサキエイイチ

				189		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		瀬戸　孝夫 セトタカオ

				190		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱葵サービステクノ アオイ		佐藤　雅史 サトウマサシ

				191		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		古郡　崇 フルグンスウ

				192		平成18年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		加藤　匡洋 カトウヨウ

				193		平成18年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱東円鈑工所 アズマエンバンコウショ		小島　克仁 コジマカツヒト

				194		平成18年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		木村　浩二 キムラヒロシニ

				195		平成18年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱小池製作所 コイケセイサクショ		柴田　直輝 シバタナオテル

				196		平成18年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		土屋　昭浩 ツチヤアキヒロ

				197		平成18年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		保科　道人 ホシナミチヒト

				198		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		小野　正幸 オノマサユキ

				199		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		石川　俊樹 イシカワトシキ

				200		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱トヨコー		戸田　雅人 トダマサヒト

				201		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱トヨコー		戸田　啓二 トダケイジ

				202		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		山本　康嗣 ヤマモトヤスツグ

				203		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		坂本　毅 サカモトツヨシ

				204		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		大野　昭二 オオノショウニ

				205		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		三島　英義 ミシマヒデヨシ

				206		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		後藤　義彦 ゴトウヨシヒコ

				207		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱大東工作所 ダイトウコウサクショ		柴田　義一 シバタヨシカズ

				208		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱大東工作所 ダイトウコウサクショ		前野　貴信 マエノタカノブ

				209		平成19年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈲志村プレス工業所		塩谷　賢二 シオタニケンジ

				210		平成19年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱高田製作所 タカダセイサクショ		白浜　一朗 シラハマイチロウ

				211		平成19年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		永井　正己 ナガイマサミ

				212		平成19年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		岩田　和人 イワタカズヒト

				213		平成19年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		安田　訓憲 ヤスダクンノリ

				214		平成19年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱大東工作所 ダイトウコウサクショ		山本　崇 ヤマモトタカシ

				215		平成19年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱大東工作所 ダイトウコウサクショ		福本　一志 フクモトイチシ

				216		平成20年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（資）久保田工業所 シクボタコウギョウショ		久保田　将行 クボタマサユキ

				217		平成20年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		西川　元保 ニシカワゲンホ

				218		平成20年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		永井　正己 ナガイマサミ

				219		平成20年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		青木　浩尚 アオキヒロナオ

				220		平成20年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		水野　大介 ミズノダイスケ

				221		平成20年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		上假屋　文孝 カミカヤフミコウ

				222		平成20年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		柚木　秀明 ユズキヒデアキ

				223		平成20年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		佐藤　孝 サトウタカシ

				224		平成20年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		安藤　公治 アンドウコウチ

				225		平成20年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		西井　純 ニシイジュン

				226		平成20年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱大東工作所 ダイトウコウサクショ		水野　孝紀 ミズノタカノリ

				227		平成20年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱栃尾製作所 トチオセイサクショ		栃尾　喜法 トチオヨシホウ

				228		平成20年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱葵サービステクノ アオイ		水口　和也 ミズグチカズヤ

				229		平成20年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		嶋崎　正二 シマザキマサニ

				230		平成20年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈲瑞穂テック ミズホ		大塚　健弘 オオツカケンヒロ

				231		平成20年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		杉浦　允男 スギウラマコトオ

				232		平成20年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		那須　篤則 ナスアツノリ

				233		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		笹山　知成 ササヤマシナリ

				234		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		角本　和夫 カドモトカズオ

				235		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		土屋　栄作 ツチヤエイサク

				236		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		佐藤　稚彦 サトウチヒコ

				237		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		澤田　幸一 サワダユキイチ

				238		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		大鹿　みき オオシカ

				239		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		山下　智生 ヤマシタトモオ

				240		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱創円 ソウエン		服部　太志 ハットリフトシ

				241		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱大東工作所 ダイトウコウサクショ		西巻　祥平 ニシマキショウヘイ

				242		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱棚長 タナチョウ		本多　秀明 ホンダヒデアキ

				243		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱棚長 タナチョウ		杉浦　允男 スギウラマコトオ

				244		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		岩瀬　功典 イワセコウテン

				245		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		梅田　哲司 ウメダテツシ

				246		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		中桐　佳彦 ナカキリヨシヒコ

				247		平成21年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		鹿島　弘次 シカシマヒロツギ

				248		平成21年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		宮田　賢一 ミヤタケンイチ

				249		平成21年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱棚長 タナチョウ		柴田　昌人 シバタマサヒト

				250		平成21年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		城　栄史 ジョウエイシ

				251		平成21年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱葵サービステクノ アオイ		市来　隆志 イチライタカシ

				252		平成21年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱棚長 タナチョウ		榊原　健太郎 サカキバラケンタロウ

				253		平成21年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱遠松製作所 エンマツセイサクショ		中西　淑 ナカニシシュク

				254		平成22年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		上假屋　文孝 カミカヤフミコウ

				255		平成22年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		倉智　広志 クラトモヒロシシ

				256		平成22年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		福井　敏彦 フクイトシヒコ

				257		平成22年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		松林　昌彦 マツバヤシマサヒコ

				258		平成22年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱河村産業所 カワムラサンギョウショ		小出　素久 コイデモトヒサ

				259		平成22年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（資）久保田工業所 シクボタコウギョウショ		久保田　将行 クボタマサユキ

				260		平成22年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		西川　裕記 ニシカワユウキ

				261		平成23年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈲志村プレス工業所		大橋　達也 オオハシタツヤ

				262		平成23年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱高田製作所 タカダセイサクショ		藤ノ井　英造 フジイエイゾウ

				263		平成23年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱高田製作所 タカダセイサクショ		吉田　竜也 ヨシダタツヤ

				264		平成23年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		杉浦　允男 スギウラマコトオ

				265		平成23年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱タニテクニカル		西野　剛史 ニシノゴウシ

				266		平成23年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		福井　敏彦 フクイトシヒコ

				267		平成23年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		オークマスチールテクノ㈱		上林　竜司 ウエハヤシタツシ

				268		平成23年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		オークマスチールテクノ㈱		船戸　勉 フナトベン

				269		平成23年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		山下　智生 ヤマシタトモオ

				270		平成23年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱タニテクニカル		畠山　広勇 ハタヤマヒロイサム

				271		平成23年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		坂下　貴法 サカシタキノリ

				272		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		佐藤　孝 サトウタカシ

				273		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱タニテクニカル		小野田　隼人 オノダハヤト

				274		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		安藤　公治 アンドウコウチ

				275		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		山田　邦充 ヤマダクニミツ

				276		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		市野　哲士 イチノテツシ

				277		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		岩間　準一 イワマジュンイチ

				278		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		萩　洋 ハギヒロシ

				279		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		久高　将也 ヒサタカマサヤ

				280		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		富田　貴樹 トミタタカキ

				281		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		森本　喜巳彦 モリモトキミヒコ

				282		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		片渕　彰 カタフチアキラ

				283		平成24年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		波越　智 ナミコシチ

				284		平成24年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		保科  道人 ホシナミチヒト

				285		平成24年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナナガ		榊原　健太郎 サカキバラケンタロウ

				286		平成24年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱山宝 ヤマタカラ		松嶋　真 マツシママコト

				287		平成24年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱中日技研 チュウニチギケン		野村　幸弘 ノムラユキヒロ

				288		平成24年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		澤木  勇作 サワキユウサク

				289		平成24年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		小森  浩史 コモリヒロシシ

				290		平成24年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		吉崎　博 ヨシザキヒロシ

				291		平成24年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱TANI・テクニカル		秋丸　啓介 アキマルケイスケ

				292		平成24年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱TANI・テクニカル		上田  勝久 ウエダカツヒサ

				293		平成24年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		浅野  尚紀 アサノナオオサム

				294		平成24年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナナガ		村松  択弥 ムラマツタクワタル

				295		平成24年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱橋本製作所 ハシモトセイサクジョ		山田　純 ヤマダジュン

				296		平成24年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		佐藤  雅彦 サトウマサヒコ

				297		平成24年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		後藤  義彦 ゴトウヨシヒコ

				298		平成24年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		澤田  幸一 サワダコウイチ

				299		平成24年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナナガ		杉浦　充男 スギウラミツルオトコ

				300		平成24年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱高田製作所 タカダセイサクジョ		藤ノ井　英造 フジセイエイゾウ

				301		平成24年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		山田  健雄 ヤマダタケオ

				302		平成24年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナナガ		竹本　英幸 タケモトヒデユキ

				303		平成24年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		渡邊  幸人 ワタナベユキヒト

				304		平成25年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		岩切　学 イワキリマナブ

				305		平成25年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		岩田　和人 イワタカズト

				306		平成25年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		森　武彦 モリタケヒコ

				307		平成25年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）イシカワ カブ		吉川　卓宏 ヨシカワタクヒロシ

				308		平成25年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）イシカワ カブ		浜本　雅美 ハマモトマサミ

				309		平成25年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）タニテクニカル カブ		勝原　文彦 カツハラフミヒコ

				310		平成25年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		オークマ（株） カブ		冨田　誠 トミタマコト

				311		平成25年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		オークマ（株） カブ		杉江　俊幸 スギエトシユキ

				312		平成25年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		オークマ（株） カブ		土田　智文 ツチダトモフミ

				313		平成25年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）大東工作所 カブダイトウコウサクショ		西巻　祥平 ニシマキショウヘイ

				314		平成25年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）大東工作所 カブダイトウコウサクショ		森本　圭一 モリモトケイイチ

				315		平成25年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナナガ		柴田　昌人 シバタマサト

				316		平成25年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナナガ		渡辺　慧 ワタナベケイ

				317		平成25年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）中藤電機産業 カブナカフジデンキサンギョウ		山崎　泰規 ヤマザキヤスノリ

				318		平成25年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		金澤　真輝 カナザワマテル

				319		平成26年		工場板金　　　特級 コウジョウバンキントクキュウ		（株）興和工業所 カブコウワコウギョウショ		青山　友之 アオヤマトモユキ

				320		平成26年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）興和工業所 カブコウワコウギョウショ		吉岡　治 ヨシオカオサム

				321		平成26年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		稲沢工業（株） イナザワコウギョウカブ		田嶋　一雄 タジマカズオ

				322		平成26年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）セイコー カブ		巣山　亜由美 スヤマアユミ

				323		平成26年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）タニテクニカル カブ		石田　隆一 イシダリュウイチ

				324		平成26年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		オークマスチールテクノ㈱		栗山　純一 クリヤマジュンイチ

				325		平成26年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アライ カブ		西谷　公一 ニシタニコウイチ

				326		平成26年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）大東工作所 カブダイトウコウサクショ		古川　智章 フルカワトモアキ

				327		平成26年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）大東工作所 カブダイトウコウサクショ		前野　貴信 マエノタカノブ

				328		平成26年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		神田　賢 カンダケン

				329		平成26年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		沖島　雄介 オキシマユウスケ

				330		平成26年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		オークマスチールテクノ（株） カブ		土田　智文 ツチダトモフミ

				331		平成26年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		アルパ工業（株） コウギョウカブ		遠藤　友紀雄 エンドウユキオ

				332		平成26年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（有）瑞穂テック ユウミズホ		澤田　龍治 サワダリュウジ

				333		平成27年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）葵サービステクノ カブアオイ		水口　和也 ミズグチカズヤ

				334		平成27年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		本田　吉孝 ホンダヨシタカ

				335		平成27年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		河村　光信 カワムラミツノブ

				336		平成27年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アライ カブ		浅野　尚紀 アサノナオキ

				337		平成27年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		カネトヨ（株） カブ		伊藤　祐一 イトウユウイチ

				338		平成27年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）葵サービステクノ カブアオイ		鈴木　健史 スズキケンジ

				339		平成27年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）葵サービステクノ カブアオイ		山崎　真 ヤマザキマコト

				340		平成27年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		金澤　真輝 カナザワマテル

				341		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（有）瑞穂テック ユウミズホ		大塚　健弘 オオツカタケヒロ

				342		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）河村産業所 カブカワムラサンギョウショ		小出　素久 コイデモトヒサ

				343		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		佐藤　治也 サトウハルヤ

				344		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		辻　義貴 ツジヨシタカ

				345		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）セイコー カブ		巣山　亜由美 スヤマアユミ

				346		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		カネトヨ（株） カブ		加登　和行 カノボルカズユキ

				347		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）アライ カブ		馬場　隆明 ババタカアキ

				348		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		鷲尾　陽平 ワシオヨウヘイ

				349		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		オークマスチールテクノ（株） カブ		岩田　貢 イワタミツグ

				350		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		オークマスチールテクノ（株） カブ		栗山　純一 クリヤマジュンイチ

				351		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		オークマスチールテクノ（株） カブ		杉江　俊幸 スギエトシユキ

				352		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		オークマスチールテクノ（株） カブ		小野島　健太 オノジマケンタ

				353		平成28年 ヘイセイネン		工場板金　　　特級 コウジョウバンキントクキュウ		（株）大東工作所 カブダイトウコウサクショ		水野　孝紀 ミズノタカノリ

				354		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長（株） タナチョウカブ		村松　拓弥 ムラマツタクヤ

				355		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）髙田製作所 カブタカダセイ		近藤　貴嗣 コンドウタカツグ

				356		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）セイコー カブ		巣山　博文 スヤマヒロフミ

				357		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）セイコー カブ		村下　清幸 ムラシタキヨユキ

				358		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		辻　義貴 ツジヨシタカ

				359		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		沖島　雄介 オキシマユウスケ

				360		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		神田　賢 カンダケン

				361		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		オークマスチールテクノ（株） カブ		青山　勉 アオヤマツトム

				362		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		国吉　翔太 クニヨシショウタ

				363		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（有）瑞穂テック ユウミズホ		外山　翔悟 トヤマショウゴ

				364		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（有）瑞穂テック ユウミズホ		浅井　隆弘 アサイタカヒロ

				365		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アライ カブ		小澤　吉徳 オザワヨシトク

				366		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アライ カブ		岩田　光生 イワタミツオ

				367		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）興和工業所 カブコウワコウギョウショ		渡部　哲也 ワタベテツヤ

				368		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		金澤　真輝 カナザワマテル

				369		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		末澤　廣志 スエザワヒロシシ

				370		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		豊田　勇二 トヨタユウジ

				371		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（有）瑞穂テック ユウミズホ		澤田　龍治 サワダリュウジ

				372		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		棚長（株） タナチョウカブ		石川　健志 イシカワタケシシ

				373		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		カネトヨ（株） カブ		桑田　政治 クワタマサオサ

				374		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		アルパ工業（株） コウギョウカブ		石倉　健 イシクラタケシ

				375		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		アルパ工業（株） コウギョウカブ		加藤　和行 カトウカズユキ

				376		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		稲沢工業（株） イナザワコウギョウカブ		佐治　裕太 サジユウタ

				377		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）アライ カブ		前田　涼 マエダリョウ

				378		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）アライ カブ		伊藤　勝 イトウマサル






会長・役員

		

																		（敬称略） ケイショウリャク

						初代 ショダイ		４年間 ネンカン		１９８７（昭和６２） ショウワ		～		１９９０（平成２）年度 ヘイセイネンド		（株）ハラタ カブ		原田　吉助 ハラタキチスケ

						２代 ダイ		５年間 ネンカン		１９９１（平成３） ヘイセイ		～		１９９５（平成７）年度 ヘイセイネンド		（株）日洋工業 カブニチヨウコウギョウ		名知　義 ナチギ

						３代 ダイ		２年間 ネンカン		１９９６（平成８） ヘイセイ		～		１９９７（平成９）年度 ヘイセイネンド		鬼頭工業（株） キトウコウギョウカブ		鬼頭　七郎 キトウシチロウ

						４代 ダイ		１年間 ネンカン		１９９８（平成１０）年度 ヘイセイネンド						（株）丹羽シートメタル カブニワ		丹羽　一男 ニワカズオ

						５代 ダイ		４年間 ネンカン		１９９９（平成１１） ヘイセイ		～		２００２（平成１４）年度 ヘイセイネンド		（株）大東工作所 カブダイトウコウサクショ		岡本　喜義 オカモトキギ

						６代 ダイ		６年間 ネンカン		２００３（平成１５） ヘイセイ		～		２００８（平成２０）年度 ヘイセイネンド		（有）愛晃製作所 ユウアイコウセイ		鈴木　善一 スズキゼンイチ

						７代 ダイ		４年間 ネンカン		２００９（平成２１） ヘイセイ		～		２０１２（平成２４）年度 ヘイセイネンド		（株）三神鈑金工業所 カブミカミバンコウギョウショ		三神　毅 ミカミツヨシ

						８代 ダイ		４年間 ネンカン		２０１３（平成２５） ヘイセイ		～		２０１６（平成２８）年度 ヘイセイネンド		（株）鈴木工業 カブスズキコウギョウ		鈴木　信夫 スズキノブオ

																						会長 カイチョウ		原田　吉助 ハラダキチスケ		（株）ハラタ カブ

																						副会長 フクカイチョウ		名知　義 ナチギ		（株）日洋工業 カブニチヨウコウギョウ

																						副会長 フクカイチョウ		久保田　浩平 クボタヒロシヘイ		（資）久保田工業所 シクボタコウギョウショ

																						副会長 フクカイチョウ		宮田　政一 ミヤタマサイチ		宮田鈑金（株） ミヤタバンカブ

																						副会長 フクカイチョウ		鬼頭　七郎 キトウシチロウ		鬼頭工業（株） キトウコウギョウカブ

																						副会長 フクカイチョウ		岡田　銨男 オカダアンオトコ		（株）山岡金属工業 カブヤマオカキンゾクコウギョウ

																						会計 カイケイ		田中　恒三 タナカコウゾウ		（有）田中金属品製作所 ユウタナカキンゾクヒンセイ

																						幹事 カンジ		三神　毅 ミカミツヨシ		（株）三神鈑金工業所 カブミカミバンコウギョウショ

																						幹事 カンジ		大河内　充博 オオコウチミツヒロシ		福助工業（株） フクスケコウギョウカブ

																						幹事 カンジ		鈴木　宏司 スズキヒロシツカサ		（有）鈴重鉄工所 ユウスズシゲテッコウショ

																						幹事 カンジ		髙田　幸孝 タカダユキタカ		（有）髙田製作所 ユウタカダセイ

																						幹事 カンジ		岡本　喜義 オカモトキギ		（株）大東工作所 カブダイトウコウサクショ

																						幹事 カンジ		加藤　昭平 カトウショウヘイ		深田電機工業（株） フカダデンキコウギョウカブ

																						幹事 カンジ		渡辺　久男 ワタナベヒサオ		（株）渡辺製作所 カブワタナベセイ

																						幹事 カンジ		丹羽　一男 ニワカズオ		（株）丹羽シートメタル カブニワ

																						幹事 カンジ		河村　明生 カワムラアキオ		（株）河村産業所 カブカワムラサンギョウショ

																						監事 カンジ		長谷川　宏之 ハセガワヒロシユキ		中京金属（株） チュウキョウキンゾクカブ

																						監事 カンジ		棚橋　敏光 タナハシトシヒカリ		（有）棚橋製作所 ユウタナハシセイ
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				番号 バンゴウ		年 ネン		検定名 ケンテイメイ		会社名 カイシャメイ		氏名 シメイ						62		63		元 ガン		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28

				1		昭和６２年 ショウワネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）丹羽シートメタル カブニワ		角　繁義 スミシゲヨシ				工場板金　　　特級 コウジョウバンキントクキュウ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		3

				2		昭和６２年 ショウワネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		エヌ．エス．デー（株） カブ		柴田　勝功 シバタカツイサオ				機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		1		3		1		0		0		0		1		0		0		3		0		1		1		1		1		0		0		1		1		2		3		2		4		1		6		5		3		3		4		8		56

				3		昭和６２年 ショウワネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）日洋工業 カブニチヨウコウギョウ		堀　徳浩 ホリノリヒロ				機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		7		5		4		9		4		9		9		5		7		2		1		4		6		2		5		5		4		1		4		4		4		5		3		1		5		8		6		3		4		5		141

				4		昭和６２年 ショウワネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		福助工業（株） フクスケコウギョウカブ		原　隆行 ハラタカユキ				数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		2		0		1		0		3		0		0		1		3		0		1		1		0		0		1		1		1		3		1		12		8		4		3		4		9		6		3		4		5		5		82

				5		昭和６２年 ショウワネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）河村産業所 カブカワムラサンギョウショ		稲垣　喜昭 イナガキヨシアキ				数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		4		2		4		11		2		1		1		2		1		3		0		4		1		3		4		0		1		4		1		2		3		6		11		1		2		2		3		3		7		7		96

				6		昭和６２年 ショウワネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		稲沢工業（株） イナザワコウギョウカブ		越智　清雄 オチキヨユウ						14		10		10		20		9		10		11		8		11		8		2		10		8		6		11		6		6		10		7		20		18		17		21		7		22		21		15		14		20		26		378

				7		昭和６２年 ショウワネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		東洋機械（株） トウヨウキカイカブ		中根　年生 ナカネトシオ

				8		昭和６２年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		東洋機械（株） トウヨウキカイカブ		中谷　啓吾 ナカタニケイゴ

				9		昭和６２年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		東洋機械（株） トウヨウキカイカブ		加藤　浩司 カトウコウジ

				10		昭和６２年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		中京金属（株） チュウキョウキンゾクカブ		大森　三由 オオモリサンヨシ

				11		昭和６２年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		中京金属（株） チュウキョウキンゾクカブ		安藤　栄二 アンドウエイジ

				12		昭和６２年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		中京金属（株） チュウキョウキンゾクカブ		平松　貞雄 ヒラマツサダオ

				13		昭和６２年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		中京金属（株） チュウキョウキンゾクカブ		副島　義雄 ソエジマヨシオ

				14		昭和６２年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）大東工作所 カブダイトウコウサクショ		中根　博志 ナカネヒロシ

				15		昭和６３年 ショウワネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		戸田溶接工業（株） トダヨウセツコウギョウカブ		戸田　登志勝 トダトシカツ

				16		昭和６３年 ショウワネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）興和工業所 カブコウワコウギョウショ		青山　友之 アオヤマトモユキ

				17		昭和６３年 ショウワネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）丹羽シートメタル カブニワ		角　繁義 スミシゲヨシ

				18		昭和６３年 ショウワネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（有）髙田製作所 ユウタカダセイ		出渕　徳夫 デブチトクオ

				19		昭和６３年 ショウワネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）日洋工業 カブニチヨウコウギョウ		西山　秀雄 ニシヤマヒデオ

				20		昭和６３年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）ハラタ カブ		有富　晴敏 アリトミハルトシ

				21		昭和６３年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）日洋工業 カブニチヨウコウギョウ		加藤　直彦 カトウナオヒコ

				22		昭和６３年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）日洋工業 カブニチヨウコウギョウ		柵木　章作 タナキショウサク

				23		昭和６３年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		中京金属（株） チュウキョウキンゾクカブ		工藤　宏美 クドウヒロミ

				24		昭和６３年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）渡辺製作所 カブワタナベセイ		富田　直樹 トミタナオキ

				25		平成元年 ヘイセイガンネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（有）髙田製作所 ユウタカダセイ		出渕　徳夫 デブチトクオ

				26		平成元年 ヘイセイガンネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）興和工業所 カブコウワコウギョウショ		各務　健二 カカミケンジ

				27		平成元年 ヘイセイガンネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）興和工業所 カブコウワコウギョウショ		後藤　豊昭 ゴトウトヨアキ

				28		平成元年 ヘイセイガンネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		深田電機工業（株） フカダデンキコウギョウカブ		百瀬　道春 モモセミチハル

				29		平成元年 ヘイセイガンネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		深田電機工業（株） フカダデンキコウギョウカブ		加藤　修 カトウオサム

				30		平成元年 ヘイセイガンネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（有）髙田製作所 ユウタカダセイ		山内　茂 ヤマウチシゲル

				31		平成元年 ヘイセイガンネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）日洋工業 カブニチヨウコウギョウ		木村　崇 キムラタカシ

				32		平成元年 ヘイセイガンネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）相沢鉄工 カブアイザワテッコウ		相沢　隆清 アイザワタカシキヨ

				33		平成元年 ヘイセイガンネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）興和工業所 カブコウワコウギョウショ		倉智　広志 クラチヒロシ

				34		平成元年 ヘイセイガンネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）興和工業所 カブコウワコウギョウショ		水上　健二 ミズカミケンジ

				35		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		石川　俊樹 イシカワシュンジュ

				36		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		角谷　忠司 カクタニチュウジ

				37		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		稲沢工業㈱ イナザワコウギョウ		小野寺　信光 オノデラノブミツ

				38		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		東洋電機㈱ トウヨウデンキ		大谷　博之 オオタニヒロユキ

				39		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		東洋電機㈱ トウヨウデンキ		橋本　圭司 ハシモトケイジ

				40		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		深田電機工業㈱ フカダデンキコウギョウ		加藤　之朗 カトウコレロウ

				41		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		各務　健二 カクムケンジ

				42		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱トヨコー		奥野　義博 オクノヨシヒロ

				43		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱長崎工業 ナガサキコウギョウ		田嶋　紀明 タジマノリアキ

				44		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱橋本製作所 ハシモトセイサ		近藤　実 コンドウミノル

				45		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱竜製作所 リュウセイサ		大蜘蛛　修 ダイクモオサム

				46		平成2年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		鹿島　弘次 カシマコウジ

				47		平成2年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		日比野　政己 ヒビノマサミ

				48		平成2年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		波越　智 ナミコシチ

				49		平成2年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱セイコー		樋口　忠彦 ヒグチタダヒコ

				50		平成2年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱長崎工業 ナガサキコウギョウ		祢宣田　辰夫 ネヨロシタタツオ

				51		平成2年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱竜製作所 リュウセイサ		倉田　幸彦 クラタユキヒコ

				52		平成2年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱竜製作所 リュウセイサ		中村　信行 ナカムラノブユキ

				53		平成2年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		アイラ工業㈱ コウギョウ		池田　健 イケダケン

				54		平成2年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		東洋電機㈱ トウヨウデンキ		大橋　一弘 オオハシカズヒロ

				55		平成3年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱相澤鉄工 アイザワテッコウ		小島　新吉 コジマシンキチ

				56		平成3年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱トヨコー		戸田　登志勝 トダトシカツ

				57		平成3年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱髙田製作所 タカダセイサ		朝川　良治 アサカワヨシハル

				58		平成3年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		青木　繁樹 アオキシゲキ

				59		平成3年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱竜製作所 リュウセイサ		稲熊　保彦 イナクマヤスヒコ

				60		平成3年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		床並　孝博 トコナミタカヒロ

				61		平成3年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		脇　政美 ワキマサミ

				62		平成3年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱長崎工業 ナガサキコウギョウ		沖田　昌宏 オキタマサヒロ

				63		平成3年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱竜製作所 リュウセイサ		熊澤　一男 クマザワカズオ

				64		平成4年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		東洋電機㈱ トウヨウデンキ		佐々木　敏之 ササキトシユキ

				65		平成4年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈲東南製作所 トウナンセイサ		野々村　茂 ノノムラシゲル

				66		平成4年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		佐藤　大助 サトウダイスケ

				67		平成4年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		アイラ工業㈱ コウギョウ		稲垣　代二 イナガキダイニ

				68		平成4年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		アイラ工業㈱ コウギョウ		渋谷　準 シブヤジュン

				69		平成4年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		東洋電機㈱ トウヨウデンキ		岩切　俊光 イワキリトシミツ

				70		平成4年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱竜製作所 リュウセイサ		蟹江　武史 カニエタケシ

				71		平成4年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱竜製作所 リュウセイサ		水野　昇 ミズノノボル

				72		平成4年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		馬場　弘明 ババヒロアキ

				73		平成4年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱ハラタ		木原　丈広 キハラジョウヒロ

				74		平成5年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		小泉　国男 コイズミクニオ

				75		平成5年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱相澤鉄工 アイザワテッコウ		小島　新吉 コジマシンキチ

				76		平成5年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		盛田　由己 モリタヨシミ

				77		平成5年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		田中　広一 タナカコウイチ

				78		平成5年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱相澤鉄工 アイザワテッコウ		相沢　隆清 アイザワタカキヨ

				79		平成5年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		松村　政由 マツムラマサヨシ

				80		平成5年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱竜製作所 リュウセイサ		阿知波　克幸 アチワカツユキ

				81		平成5年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		吉岡　治 ヨシオカオサム

				82		平成5年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		野村　忍 ノムラシノブ

				83		平成5年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱名古屋ｱﾙﾐｾﾝﾀｰ ナゴヤ		飯田　住久 イイダスミヒサ

				84		平成5年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈲東南製作所 トウナンセイサ		菅原　秀幸 スガワラヒデユキ

				85		平成6年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		青山　友之 アオヤマトモユキ

				86		平成6年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		宮田　賢一 ミヤタケンイチ

				87		平成6年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		牧野　広行 マキノヒロユキ

				88		平成6年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱ハラタ		青山　和義 アオヤマカズヨシ

				89		平成6年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		アイラ工業㈱ コウギョウ		岩井　鉦二 イワイカネニ

				90		平成6年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱相澤鉄工 アイザワテッコウ		渡辺　晃久 ワタナベアキヒサ

				91		平成6年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		前田　峰孝 マエダミネタカシ

				92		平成6年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱髙田製作所 タカダセイサ		加藤　則雄 カトウノリオ

				93		平成7年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		アイラ工業㈱ コウギョウ		稲垣　代二 イナガキダイニ

				94		平成7年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		城　栄史 シロエイシ

				95		平成7年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		堀　徳浩 ホリトクヒロ

				96		平成7年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱長崎工業 ナガサキコウギョウ		松崎　英之 マツザキヒデユキ

				97		平成7年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		水上　健二 ミズカミケンジ

				98		平成7年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		平野　誠 ヒラノマコト

				99		平成7年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱長崎工業 ナガサキコウギョウ		永野　寿 ナガノコトブキ

				100		平成7年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		昭和工業㈱ ショウワコウギョウ		長岡　一徳 ナガオカカズノリ

				101		平成7年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		浅尾　正人 アサオマサト

				102		平成7年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱橋本製作所 ハシモトセイサ		酒井　秀二 サカイヒデジ

				103		平成7年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		原　浩児 ハラコウジ

				104		平成8年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		須田　典幸 スダノリユキ

				105		平成8年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		笹山　和成 ササヤマカズナリ

				106		平成8年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱名古屋ｱﾙﾐｾﾝﾀｰ ナゴヤ		浜田　総一 ハマダソウイチ

				107		平成8年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱丹羽ｼｰﾄﾒﾀﾙ ニワ		丹羽　一男 ニワカズオ

				108		平成8年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱ハラタ		有富　靖俊 アトミヤストシ

				109		平成8年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		板垣　秀治 イタガキヒデジ

				110		平成8年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		片山　貴稔 カタヤマキミノル

				111		平成8年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱名古屋ｱﾙﾐｾﾝﾀｰ ナゴヤ		渡辺　正宏 ワタナベマサヒロ

				112		平成9年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱丹羽ｼｰﾄﾒﾀﾙ ニワ		丹羽　一男 ニワカズオ

				113		平成9年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		昭和工業㈱ ショウワコウギョウ		渡辺　真己 ワタナベシンオノレ

				114		平成10年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		青木　繁樹 アオキシゲキ

				115		平成10年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		竹内　直彦 タケウチナオヒコ

				116		平成10年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱大東工作所 ダイトウコウサクショ		矢野　智弘 ヤノトモヒロ

				117		平成10年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱セイコー		梶田　邦孝 カジタクニタカ

				118		平成10年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱小池製作所 コイケセイサ		長谷川　智之 ハセガワトモユキ

				119		平成10年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱髙田製作所 タカダセイサ		平井　紀康 ヒライノリヤス

				120		平成10年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		高木　大輔 タカキダイスケ

				121		平成10年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱相澤鉄工 アイザワテッコウ		岩瀬　直紀 イワセナオキ

				122		平成10年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		小谷　慎司 コタニシンジ

				123		平成10年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱ハラタ		古屋　悟 フルヤサトル

				124		平成11年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		藤田　衛 フジタマモル

				125		平成11年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱髙田製作所 タカダセイサ		東條　和紀 トウジョウカズノリ

				126		平成11年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		アイラ工業㈱ コウギョウ		成田　力 ナリタチカラ

				127		平成11年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		西ノ原　秀和 ニシハラヒデカズ

				128		平成11年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		打保　辰也 ウホタツヤ

				129		平成11年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱髙田製作所 タカダセイサ		中島　寛 ナカジマヒロシ

				130		平成11年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		大嶋　善範 オオシマゼンハン

				131		平成11年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱鈴重 スズジュウ		高橋　和秀 タカハシカズヒデ

				132		平成12年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱葵サービステクノ アオイ		早川　淑浩 ハヤカワシュクヒロ												数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ

				133		平成12年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱大東工作所 ダイトウコウサクショ		森本　圭一 モリモトケイイチ												数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ

				134		平成12年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		アイラ工業㈱ コウギョウ		水谷　智明 ミズタニトモアキ												機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ

				135		平成12年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱東愛知アマダ ヒガシアイチ		岩崎　英一 イワサキエイイチ												機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ

				136		平成12年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱高田製作所 タカダセイサクショ		藤ノ井　英造 フジイエイゾウ												工場板金　　　特級 コウジョウバンキントクキュウ

				137		平成12年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱葵サービステクノ アオイ		菊崎　正光 キクサキマサミツ

				138		平成13年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱セイコー		梶田　邦孝 カジタクニタカ

				139		平成13年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		小野　正幸 オノマサユキ

				140		平成13年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		渡部　哲也 ワタベテツヤ

				141		平成13年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱セイコー		野間　亜由美 ノマアユミ

				142		平成13年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		東洋電機㈱ トウヨウデンキ		田中　誠 タナカマコト

				143		平成13年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		東洋電機㈱ トウヨウデンキ		大橋　一弘 オオハシイチヒロ

				144		平成13年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱相澤鉄工 アイザワテッコウ		西浦　幸生 ニシウラユキオ

				145		平成13年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		アイラ工業㈱ コウギョウ		小林　豊史 コバヤシユタカシ

				146		平成13年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		柴田　昌人 シバタマサヒト

				147		平成13年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		鈴木　康夫 スズキヤスオ

				148		平成13年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		出口　善樹 デグチヨシキ

				149		平成14年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱葵サービステクノ アオイ		早川　淑浩 ハヤカワシュクヒロ

				150		平成14年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱大東工作所 ダイトウコウサクショ		水野　孝紀 ミズノタカノリ

				151		平成14年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		川浪　弘靖 カワナミヒロヤス

				152		平成14年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		岩切　学 イワキリマナ

				153		平成14年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱稲沢工業 イナザワコウギョウ		田島　一雄 タジマイチユウ

				154		平成14年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		アイラ工業㈱ コウギョウ		西垣　憲 ニシガキノリ

				155		平成15年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		アイラ工業㈱ コウギョウ		橋本　正吾 ハシモトマサゴ

				156		平成15年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈲志村プレス工業所		塩谷　賢二 シオタニケンジ

				157		平成15年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈲愛晃製作所 アイコウセイサクショ		糸永　浩章 イトナガヒロアキ

				158		平成15年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈲志村プレス工業所		鈴木　卓男 スズキタクオ

				159		平成15年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		田ノ上　雅仁 タウエマサニン

				160		平成15年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱セイコー		村下　高幸 ムラシタタカユキ

				161		平成16年		工場板金　　　特級 コウジョウバンキントクキュウ		㈱相澤鉄工 アイザワテッコウ		小島　新吉 コジマシンキチ

				162		平成16年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		各務　健二 カガミケンジ

				163		平成16年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱オークマスチールテクノ		高杉　亘 タカスギワタル

				164		平成16年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		竜　豊久 リュウユタカヒサ

				165		平成16年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱葵サービステクノ アオイ		成田　力 ナリタリキ

				166		平成16年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱葵サービステクノ アオイ		市来　隆志 イチライタカシ

				167		平成16年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱オークマスチールテクノ		板羽　健 イタハケン

				168		平成16年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱オークマスチールテクノ		有本　誠也 アリモトセイヤ

				169		平成16年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱ハラタ		古屋　悟 フルヤサトル

				170		平成16年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		中京金属㈱ チュウキョウキンゾク		児玉　友也 コダマトモヤ

				171		平成17年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		岩田　匡弘 イワタマサシヒロ

				172		平成17年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱大東工作所 ダイトウコウサクショ		古川　智章 フルカワトモアキ

				173		平成17年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		竜　豊久 リュウユタカヒサ

				174		平成17年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱オークマスチールテクノ		眞野　彰博 マノショウヒロ

				175		平成17年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		東円鈑工所 ヒガシエンバンコウショ		小島　克仁 コジマカツヒト

				176		平成17年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		加藤　匡洋 カトウヨウ

				177		平成17年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		山口　智将 ヤマグチトモショウ

				178		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		オークマスチールテクノ㈱		川上　修 カワカミシュウ

				179		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱セイコー		村下　高幸 ムラシタタカユキ

				180		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈲志村プレス工業所		塩谷　賢二 シオタニケンジ

				181		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		今泉　公人 イマイズミキミヒト

				182		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		伊藤　淳 イトウアツシ

				183		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		林　貴全 ハヤシタカゼン

				184		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		松尾　誠 マツオマコト

				185		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		金子　巌 カネコイワオ

				186		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		小浦　和道 コウラカズミチ

				187		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		本田　吉孝 ホンダヨシタカ

				188		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		岩崎　英一 イワサキエイイチ

				189		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		瀬戸　孝夫 セトタカオ

				190		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱葵サービステクノ アオイ		佐藤　雅史 サトウマサシ

				191		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		古郡　崇 フルグンスウ

				192		平成18年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		加藤　匡洋 カトウヨウ

				193		平成18年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱東円鈑工所 アズマエンバンコウショ		小島　克仁 コジマカツヒト

				194		平成18年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		木村　浩二 キムラヒロシニ

				195		平成18年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱小池製作所 コイケセイサクショ		柴田　直輝 シバタナオテル

				196		平成18年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		土屋　昭浩 ツチヤアキヒロ

				197		平成18年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		保科　道人 ホシナミチヒト

				198		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		小野　正幸 オノマサユキ

				199		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		石川　俊樹 イシカワトシキ

				200		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱トヨコー		戸田　雅人 トダマサヒト

				201		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱トヨコー		戸田　啓二 トダケイジ

				202		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		山本　康嗣 ヤマモトヤスツグ

				203		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		坂本　毅 サカモトツヨシ

				204		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		大野　昭二 オオノショウニ

				205		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		三島　英義 ミシマヒデヨシ

				206		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		後藤　義彦 ゴトウヨシヒコ

				207		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱大東工作所 ダイトウコウサクショ		柴田　義一 シバタヨシカズ

				208		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱大東工作所 ダイトウコウサクショ		前野　貴信 マエノタカノブ

				209		平成19年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈲志村プレス工業所		塩谷　賢二 シオタニケンジ

				210		平成19年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱高田製作所 タカダセイサクショ		白浜　一朗 シラハマイチロウ

				211		平成19年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		永井　正己 ナガイマサミ

				212		平成19年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		岩田　和人 イワタカズヒト

				213		平成19年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		安田　訓憲 ヤスダクンノリ

				214		平成19年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱大東工作所 ダイトウコウサクショ		山本　崇 ヤマモトタカシ

				215		平成19年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱大東工作所 ダイトウコウサクショ		福本　一志 フクモトイチシ

				216		平成20年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（資）久保田工業所 シクボタコウギョウショ		久保田　将行 クボタマサユキ

				217		平成20年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		西川　元保 ニシカワゲンホ

				218		平成20年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		永井　正己 ナガイマサミ

				219		平成20年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		青木　浩尚 アオキヒロナオ

				220		平成20年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		水野　大介 ミズノダイスケ

				221		平成20年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		上假屋　文孝 カミカヤフミコウ

				222		平成20年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		柚木　秀明 ユズキヒデアキ

				223		平成20年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		佐藤　孝 サトウタカシ

				224		平成20年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		安藤　公治 アンドウコウチ

				225		平成20年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		西井　純 ニシイジュン

				226		平成20年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱大東工作所 ダイトウコウサクショ		水野　孝紀 ミズノタカノリ

				227		平成20年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱栃尾製作所 トチオセイサクショ		栃尾　喜法 トチオヨシホウ

				228		平成20年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱葵サービステクノ アオイ		水口　和也 ミズグチカズヤ

				229		平成20年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		嶋崎　正二 シマザキマサニ

				230		平成20年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈲瑞穂テック ミズホ		大塚　健弘 オオツカケンヒロ

				231		平成20年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		杉浦　允男 スギウラマコトオ

				232		平成20年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		那須　篤則 ナスアツノリ

				233		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		笹山　知成 ササヤマシナリ

				234		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		角本　和夫 カドモトカズオ

				235		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		土屋　栄作 ツチヤエイサク

				236		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		佐藤　稚彦 サトウチヒコ

				237		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		澤田　幸一 サワダユキイチ

				238		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		大鹿　みき オオシカ

				239		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		山下　智生 ヤマシタトモオ

				240		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱創円 ソウエン		服部　太志 ハットリフトシ

				241		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱大東工作所 ダイトウコウサクショ		西巻　祥平 ニシマキショウヘイ

				242		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱棚長 タナチョウ		本多　秀明 ホンダヒデアキ

				243		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱棚長 タナチョウ		杉浦　允男 スギウラマコトオ

				244		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		岩瀬　功典 イワセコウテン

				245		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		梅田　哲司 ウメダテツシ

				246		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		中桐　佳彦 ナカキリヨシヒコ

				247		平成21年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		鹿島　弘次 シカシマヒロツギ

				248		平成21年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		宮田　賢一 ミヤタケンイチ

				249		平成21年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱棚長 タナチョウ		柴田　昌人 シバタマサヒト

				250		平成21年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		城　栄史 ジョウエイシ

				251		平成21年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱葵サービステクノ アオイ		市来　隆志 イチライタカシ

				252		平成21年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱棚長 タナチョウ		榊原　健太郎 サカキバラケンタロウ

				253		平成21年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱遠松製作所 エンマツセイサクショ		中西　淑 ナカニシシュク

				254		平成22年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		上假屋　文孝 カミカヤフミコウ

				255		平成22年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		倉智　広志 クラトモヒロシシ

				256		平成22年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		福井　敏彦 フクイトシヒコ

				257		平成22年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		松林　昌彦 マツバヤシマサヒコ

				258		平成22年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱河村産業所 カワムラサンギョウショ		小出　素久 コイデモトヒサ

				259		平成22年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（資）久保田工業所 シクボタコウギョウショ		久保田　将行 クボタマサユキ

				260		平成22年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		西川　裕記 ニシカワユウキ

				261		平成23年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈲志村プレス工業所		大橋　達也 オオハシタツヤ

				262		平成23年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱高田製作所 タカダセイサクショ		藤ノ井　英造 フジイエイゾウ

				263		平成23年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱高田製作所 タカダセイサクショ		吉田　竜也 ヨシダタツヤ

				264		平成23年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		杉浦　允男 スギウラマコトオ

				265		平成23年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱タニテクニカル		西野　剛史 ニシノゴウシ

				266		平成23年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		福井　敏彦 フクイトシヒコ

				267		平成23年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		オークマスチールテクノ㈱		上林　竜司 ウエハヤシタツシ

				268		平成23年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		オークマスチールテクノ㈱		船戸　勉 フナトベン

				269		平成23年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		山下　智生 ヤマシタトモオ

				270		平成23年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱タニテクニカル		畠山　広勇 ハタヤマヒロイサム

				271		平成23年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		坂下　貴法 サカシタキノリ

				272		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		佐藤　孝 サトウタカシ

				273		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱タニテクニカル		小野田　隼人 オノダハヤト

				274		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		安藤　公治 アンドウコウチ

				275		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		山田　邦充 ヤマダクニミツ

				276		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		市野　哲士 イチノテツシ

				277		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		岩間　準一 イワマジュンイチ

				278		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		萩　洋 ハギヒロシ

				279		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		久高　将也 ヒサタカマサヤ

				280		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		富田　貴樹 トミタタカキ

				281		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		森本　喜巳彦 モリモトキミヒコ

				282		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		片渕　彰 カタフチアキラ

				283		平成24年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		波越　智 ナミコシチ

				284		平成24年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		保科  道人 ホシナミチヒト

				285		平成24年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナナガ		榊原　健太郎 サカキバラケンタロウ

				286		平成24年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱山宝 ヤマタカラ		松嶋　真 マツシママコト

				287		平成24年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱中日技研 チュウニチギケン		野村　幸弘 ノムラユキヒロ

				288		平成24年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		澤木  勇作 サワキユウサク

				289		平成24年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		小森  浩史 コモリヒロシシ

				290		平成24年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		吉崎　博 ヨシザキヒロシ

				291		平成24年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱TANI・テクニカル		秋丸　啓介 アキマルケイスケ

				292		平成24年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱TANI・テクニカル		上田  勝久 ウエダカツヒサ

				293		平成24年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		浅野  尚紀 アサノナオオサム

				294		平成24年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナナガ		村松  択弥 ムラマツタクワタル

				295		平成24年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱橋本製作所 ハシモトセイサクジョ		山田　純 ヤマダジュン

				296		平成24年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		佐藤  雅彦 サトウマサヒコ

				297		平成24年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		後藤  義彦 ゴトウヨシヒコ

				298		平成24年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		澤田  幸一 サワダコウイチ

				299		平成24年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナナガ		杉浦　充男 スギウラミツルオトコ

				300		平成24年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱高田製作所 タカダセイサクジョ		藤ノ井　英造 フジセイエイゾウ

				301		平成24年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		山田  健雄 ヤマダタケオ

				302		平成24年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナナガ		竹本　英幸 タケモトヒデユキ

				303		平成24年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		渡邊  幸人 ワタナベユキヒト

				304		平成25年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		岩切　学 イワキリマナブ

				305		平成25年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		岩田　和人 イワタカズト

				306		平成25年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		森　武彦 モリタケヒコ

				307		平成25年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）イシカワ カブ		吉川　卓宏 ヨシカワタクヒロシ

				308		平成25年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）イシカワ カブ		浜本　雅美 ハマモトマサミ

				309		平成25年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）タニテクニカル カブ		勝原　文彦 カツハラフミヒコ

				310		平成25年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		オークマ（株） カブ		冨田　誠 トミタマコト

				311		平成25年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		オークマ（株） カブ		杉江　俊幸 スギエトシユキ

				312		平成25年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		オークマ（株） カブ		土田　智文 ツチダトモフミ

				313		平成25年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）大東工作所 カブダイトウコウサクショ		西巻　祥平 ニシマキショウヘイ

				314		平成25年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）大東工作所 カブダイトウコウサクショ		森本　圭一 モリモトケイイチ

				315		平成25年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナナガ		柴田　昌人 シバタマサト

				316		平成25年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナナガ		渡辺　慧 ワタナベケイ

				317		平成25年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）中藤電機産業 カブナカフジデンキサンギョウ		山崎　泰規 ヤマザキヤスノリ

				318		平成25年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		金澤　真輝 カナザワマテル

				319		平成26年		工場板金　　　特級 コウジョウバンキントクキュウ		（株）興和工業所 カブコウワコウギョウショ		青山　友之 アオヤマトモユキ

				320		平成26年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）興和工業所 カブコウワコウギョウショ		吉岡　治 ヨシオカオサム

				321		平成26年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		稲沢工業（株） イナザワコウギョウカブ		田嶋　一雄 タジマカズオ

				322		平成26年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）セイコー カブ		巣山　亜由美 スヤマアユミ

				323		平成26年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）タニテクニカル カブ		石田　隆一 イシダリュウイチ

				324		平成26年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		オークマスチールテクノ㈱		栗山　純一 クリヤマジュンイチ

				325		平成26年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アライ カブ		西谷　公一 ニシタニコウイチ

				326		平成26年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）大東工作所 カブダイトウコウサクショ		古川　智章 フルカワトモアキ

				327		平成26年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）大東工作所 カブダイトウコウサクショ		前野　貴信 マエノタカノブ

				328		平成26年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		神田　賢 カンダケン

				329		平成26年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		沖島　雄介 オキシマユウスケ

				330		平成26年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		オークマスチールテクノ（株） カブ		土田　智文 ツチダトモフミ

				331		平成26年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		アルパ工業（株） コウギョウカブ		遠藤　友紀雄 エンドウユキオ

				332		平成26年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（有）瑞穂テック ユウミズホ		澤田　龍治 サワダリュウジ

				333		平成27年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）葵サービステクノ カブアオイ		水口　和也 ミズグチカズヤ

				334		平成27年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		本田　吉孝 ホンダヨシタカ

				335		平成27年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		河村　光信 カワムラミツノブ

				336		平成27年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アライ カブ		浅野　尚紀 アサノナオキ

				337		平成27年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		カネトヨ（株） カブ		伊藤　祐一 イトウユウイチ

				338		平成27年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）葵サービステクノ カブアオイ		鈴木　健史 スズキケンジ

				339		平成27年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）葵サービステクノ カブアオイ		山崎　真 ヤマザキマコト

				340		平成27年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		金澤　真輝 カナザワマテル

				341		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（有）瑞穂テック ユウミズホ		大塚　健弘 オオツカタケヒロ

				342		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）河村産業所 カブカワムラサンギョウショ		小出　素久 コイデモトヒサ

				343		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		佐藤　治也 サトウハルヤ

				344		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		辻　義貴 ツジヨシタカ

				345		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）セイコー カブ		巣山　亜由美 スヤマアユミ

				346		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		カネトヨ（株） カブ		加登　和行 カノボルカズユキ

				347		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）アライ カブ		馬場　隆明 ババタカアキ

				348		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		鷲尾　陽平 ワシオヨウヘイ

				349		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		オークマスチールテクノ（株） カブ		岩田　貢 イワタミツグ

				350		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		オークマスチールテクノ（株） カブ		栗山　純一 クリヤマジュンイチ

				351		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		オークマスチールテクノ（株） カブ		杉江　俊幸 スギエトシユキ

				352		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		オークマスチールテクノ（株） カブ		小野島　健太 オノジマケンタ

				353		平成28年 ヘイセイネン		工場板金　　　特級 コウジョウバンキントクキュウ		（株）大東工作所 カブダイトウコウサクショ		水野　孝紀 ミズノタカノリ

				354		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長（株） タナチョウカブ		村松　拓弥 ムラマツタクヤ

				355		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）髙田製作所 カブタカダセイ		近藤　貴嗣 コンドウタカツグ

				356		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）セイコー カブ		巣山　博文 スヤマヒロフミ

				357		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）セイコー カブ		村下　清幸 ムラシタキヨユキ

				358		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		辻　義貴 ツジヨシタカ

				359		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		沖島　雄介 オキシマユウスケ

				360		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		神田　賢 カンダケン

				361		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		オークマスチールテクノ（株） カブ		青山　勉 アオヤマツトム

				362		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		国吉　翔太 クニヨシショウタ

				363		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（有）瑞穂テック ユウミズホ		外山　翔悟 トヤマショウゴ

				364		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（有）瑞穂テック ユウミズホ		浅井　隆弘 アサイタカヒロ

				365		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アライ カブ		小澤　吉徳 オザワヨシトク

				366		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アライ カブ		岩田　光生 イワタミツオ

				367		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）興和工業所 カブコウワコウギョウショ		渡部　哲也 ワタベテツヤ

				368		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		金澤　真輝 カナザワマテル

				369		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		末澤　廣志 スエザワヒロシシ

				370		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		豊田　勇二 トヨタユウジ

				371		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（有）瑞穂テック ユウミズホ		澤田　龍治 サワダリュウジ

				372		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		棚長（株） タナチョウカブ		石川　健志 イシカワタケシシ

				373		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		カネトヨ（株） カブ		桑田　政治 クワタマサオサ

				374		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		アルパ工業（株） コウギョウカブ		石倉　健 イシクラタケシ

				375		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		アルパ工業（株） コウギョウカブ		加藤　和行 カトウカズユキ

				376		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		稲沢工業（株） イナザワコウギョウカブ		佐治　裕太 サジユウタ

				377		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）アライ カブ		前田　涼 マエダリョウ

				378		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）アライ カブ		伊藤　勝 イトウマサル
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				番号 バンゴウ		年 ネン		検定名 ケンテイメイ		会社名 カイシャメイ		氏名 シメイ						62		63		元 ガン		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28

				1		昭和６２年 ショウワネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）丹羽シートメタル カブニワ		角　繁義 スミシゲヨシ				工場板金　　　特級 コウジョウバンキントクキュウ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		3

				2		昭和６２年 ショウワネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		エヌ．エス．デー（株） カブ		柴田　勝功 シバタカツイサオ				機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		1		3		1		0		0		0		1		0		0		3		0		1		1		1		1		0		0		1		1		2		3		2		4		1		6		5		3		3		4		8		56

				3		昭和６２年 ショウワネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）日洋工業 カブニチヨウコウギョウ		堀　徳浩 ホリノリヒロ				機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		7		5		4		9		4		9		9		5		7		2		1		4		6		2		5		5		4		1		4		4		4		5		3		1		5		8		6		3		4		5		141

				4		昭和６２年 ショウワネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		福助工業（株） フクスケコウギョウカブ		原　隆行 ハラタカユキ				数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		2		0		1		0		3		0		0		1		3		0		1		1		0		0		1		1		1		3		1		12		8		4		3		4		9		6		3		4		5		5		82

				5		昭和６２年 ショウワネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）河村産業所 カブカワムラサンギョウショ		稲垣　喜昭 イナガキヨシアキ				数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		4		2		4		11		2		1		1		2		1		3		0		4		1		3		4		0		1		4		1		2		3		6		11		1		2		2		3		3		7		7		96

				6		昭和６２年 ショウワネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		稲沢工業（株） イナザワコウギョウカブ		越智　清雄 オチキヨユウ						14		10		10		20		9		10		11		8		11		8		2		10		8		6		11		6		6		10		7		20		18		17		21		7		22		21		15		14		20		26		378

				7		昭和６２年 ショウワネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		東洋機械（株） トウヨウキカイカブ		中根　年生 ナカネトシオ

				8		昭和６２年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		東洋機械（株） トウヨウキカイカブ		中谷　啓吾 ナカタニケイゴ

				9		昭和６２年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		東洋機械（株） トウヨウキカイカブ		加藤　浩司 カトウコウジ

				10		昭和６２年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		中京金属（株） チュウキョウキンゾクカブ		大森　三由 オオモリサンヨシ

				11		昭和６２年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		中京金属（株） チュウキョウキンゾクカブ		安藤　栄二 アンドウエイジ

				12		昭和６２年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		中京金属（株） チュウキョウキンゾクカブ		平松　貞雄 ヒラマツサダオ

				13		昭和６２年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		中京金属（株） チュウキョウキンゾクカブ		副島　義雄 ソエジマヨシオ

				14		昭和６２年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）大東工作所 カブダイトウコウサクショ		中根　博志 ナカネヒロシ

				15		昭和６３年 ショウワネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		戸田溶接工業（株） トダヨウセツコウギョウカブ		戸田　登志勝 トダトシカツ

				16		昭和６３年 ショウワネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）興和工業所 カブコウワコウギョウショ		青山　友之 アオヤマトモユキ

				17		昭和６３年 ショウワネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）丹羽シートメタル カブニワ		角　繁義 スミシゲヨシ

				18		昭和６３年 ショウワネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（有）髙田製作所 ユウタカダセイ		出渕　徳夫 デブチトクオ

				19		昭和６３年 ショウワネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）日洋工業 カブニチヨウコウギョウ		西山　秀雄 ニシヤマヒデオ

				20		昭和６３年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）ハラタ カブ		有富　晴敏 アリトミハルトシ

				21		昭和６３年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）日洋工業 カブニチヨウコウギョウ		加藤　直彦 カトウナオヒコ

				22		昭和６３年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）日洋工業 カブニチヨウコウギョウ		柵木　章作 タナキショウサク

				23		昭和６３年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		中京金属（株） チュウキョウキンゾクカブ		工藤　宏美 クドウヒロミ

				24		昭和６３年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）渡辺製作所 カブワタナベセイ		富田　直樹 トミタナオキ

				25		平成元年 ヘイセイガンネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（有）髙田製作所 ユウタカダセイ		出渕　徳夫 デブチトクオ

				26		平成元年 ヘイセイガンネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）興和工業所 カブコウワコウギョウショ		各務　健二 カカミケンジ

				27		平成元年 ヘイセイガンネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）興和工業所 カブコウワコウギョウショ		後藤　豊昭 ゴトウトヨアキ

				28		平成元年 ヘイセイガンネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		深田電機工業（株） フカダデンキコウギョウカブ		百瀬　道春 モモセミチハル

				29		平成元年 ヘイセイガンネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		深田電機工業（株） フカダデンキコウギョウカブ		加藤　修 カトウオサム

				30		平成元年 ヘイセイガンネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（有）髙田製作所 ユウタカダセイ		山内　茂 ヤマウチシゲル

				31		平成元年 ヘイセイガンネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）日洋工業 カブニチヨウコウギョウ		木村　崇 キムラタカシ

				32		平成元年 ヘイセイガンネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）相沢鉄工 カブアイザワテッコウ		相沢　隆清 アイザワタカシキヨ

				33		平成元年 ヘイセイガンネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）興和工業所 カブコウワコウギョウショ		倉智　広志 クラチヒロシ

				34		平成元年 ヘイセイガンネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）興和工業所 カブコウワコウギョウショ		水上　健二 ミズカミケンジ

				35		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		石川　俊樹 イシカワシュンジュ

				36		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		角谷　忠司 カクタニチュウジ

				37		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		稲沢工業㈱ イナザワコウギョウ		小野寺　信光 オノデラノブミツ

				38		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		東洋電機㈱ トウヨウデンキ		大谷　博之 オオタニヒロユキ

				39		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		東洋電機㈱ トウヨウデンキ		橋本　圭司 ハシモトケイジ

				40		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		深田電機工業㈱ フカダデンキコウギョウ		加藤　之朗 カトウコレロウ

				41		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		各務　健二 カクムケンジ

				42		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱トヨコー		奥野　義博 オクノヨシヒロ

				43		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱長崎工業 ナガサキコウギョウ		田嶋　紀明 タジマノリアキ

				44		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱橋本製作所 ハシモトセイサ		近藤　実 コンドウミノル

				45		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱竜製作所 リュウセイサ		大蜘蛛　修 ダイクモオサム

				46		平成2年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		鹿島　弘次 カシマコウジ

				47		平成2年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		日比野　政己 ヒビノマサミ

				48		平成2年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		波越　智 ナミコシチ

				49		平成2年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱セイコー		樋口　忠彦 ヒグチタダヒコ

				50		平成2年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱長崎工業 ナガサキコウギョウ		祢宣田　辰夫 ネヨロシタタツオ

				51		平成2年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱竜製作所 リュウセイサ		倉田　幸彦 クラタユキヒコ

				52		平成2年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱竜製作所 リュウセイサ		中村　信行 ナカムラノブユキ

				53		平成2年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		アイラ工業㈱ コウギョウ		池田　健 イケダケン

				54		平成2年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		東洋電機㈱ トウヨウデンキ		大橋　一弘 オオハシカズヒロ

				55		平成3年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱相澤鉄工 アイザワテッコウ		小島　新吉 コジマシンキチ

				56		平成3年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱トヨコー		戸田　登志勝 トダトシカツ

				57		平成3年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱髙田製作所 タカダセイサ		朝川　良治 アサカワヨシハル

				58		平成3年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		青木　繁樹 アオキシゲキ

				59		平成3年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱竜製作所 リュウセイサ		稲熊　保彦 イナクマヤスヒコ

				60		平成3年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		床並　孝博 トコナミタカヒロ

				61		平成3年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		脇　政美 ワキマサミ

				62		平成3年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱長崎工業 ナガサキコウギョウ		沖田　昌宏 オキタマサヒロ

				63		平成3年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱竜製作所 リュウセイサ		熊澤　一男 クマザワカズオ

				64		平成4年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		東洋電機㈱ トウヨウデンキ		佐々木　敏之 ササキトシユキ

				65		平成4年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈲東南製作所 トウナンセイサ		野々村　茂 ノノムラシゲル

				66		平成4年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		佐藤　大助 サトウダイスケ

				67		平成4年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		アイラ工業㈱ コウギョウ		稲垣　代二 イナガキダイニ

				68		平成4年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		アイラ工業㈱ コウギョウ		渋谷　準 シブヤジュン

				69		平成4年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		東洋電機㈱ トウヨウデンキ		岩切　俊光 イワキリトシミツ

				70		平成4年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱竜製作所 リュウセイサ		蟹江　武史 カニエタケシ

				71		平成4年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱竜製作所 リュウセイサ		水野　昇 ミズノノボル

				72		平成4年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		馬場　弘明 ババヒロアキ

				73		平成4年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱ハラタ		木原　丈広 キハラジョウヒロ

				74		平成5年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		小泉　国男 コイズミクニオ

				75		平成5年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱相澤鉄工 アイザワテッコウ		小島　新吉 コジマシンキチ

				76		平成5年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		盛田　由己 モリタヨシミ

				77		平成5年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		田中　広一 タナカコウイチ

				78		平成5年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱相澤鉄工 アイザワテッコウ		相沢　隆清 アイザワタカキヨ

				79		平成5年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		松村　政由 マツムラマサヨシ

				80		平成5年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱竜製作所 リュウセイサ		阿知波　克幸 アチワカツユキ

				81		平成5年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		吉岡　治 ヨシオカオサム

				82		平成5年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		野村　忍 ノムラシノブ

				83		平成5年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱名古屋ｱﾙﾐｾﾝﾀｰ ナゴヤ		飯田　住久 イイダスミヒサ

				84		平成5年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈲東南製作所 トウナンセイサ		菅原　秀幸 スガワラヒデユキ

				85		平成6年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		青山　友之 アオヤマトモユキ

				86		平成6年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		宮田　賢一 ミヤタケンイチ

				87		平成6年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		牧野　広行 マキノヒロユキ

				88		平成6年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱ハラタ		青山　和義 アオヤマカズヨシ

				89		平成6年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		アイラ工業㈱ コウギョウ		岩井　鉦二 イワイカネニ

				90		平成6年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱相澤鉄工 アイザワテッコウ		渡辺　晃久 ワタナベアキヒサ

				91		平成6年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		前田　峰孝 マエダミネタカシ

				92		平成6年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱髙田製作所 タカダセイサ		加藤　則雄 カトウノリオ

				93		平成7年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		アイラ工業㈱ コウギョウ		稲垣　代二 イナガキダイニ

				94		平成7年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		城　栄史 シロエイシ

				95		平成7年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		堀　徳浩 ホリトクヒロ

				96		平成7年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱長崎工業 ナガサキコウギョウ		松崎　英之 マツザキヒデユキ

				97		平成7年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		水上　健二 ミズカミケンジ

				98		平成7年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		平野　誠 ヒラノマコト

				99		平成7年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱長崎工業 ナガサキコウギョウ		永野　寿 ナガノコトブキ

				100		平成7年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		昭和工業㈱ ショウワコウギョウ		長岡　一徳 ナガオカカズノリ

				101		平成7年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		浅尾　正人 アサオマサト

				102		平成7年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱橋本製作所 ハシモトセイサ		酒井　秀二 サカイヒデジ

				103		平成7年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		原　浩児 ハラコウジ

				104		平成8年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		須田　典幸 スダノリユキ

				105		平成8年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		笹山　和成 ササヤマカズナリ

				106		平成8年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱名古屋ｱﾙﾐｾﾝﾀｰ ナゴヤ		浜田　総一 ハマダソウイチ

				107		平成8年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱丹羽ｼｰﾄﾒﾀﾙ ニワ		丹羽　一男 ニワカズオ

				108		平成8年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱ハラタ		有富　靖俊 アトミヤストシ

				109		平成8年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		板垣　秀治 イタガキヒデジ

				110		平成8年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		片山　貴稔 カタヤマキミノル

				111		平成8年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱名古屋ｱﾙﾐｾﾝﾀｰ ナゴヤ		渡辺　正宏 ワタナベマサヒロ

				112		平成9年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱丹羽ｼｰﾄﾒﾀﾙ ニワ		丹羽　一男 ニワカズオ

				113		平成9年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		昭和工業㈱ ショウワコウギョウ		渡辺　真己 ワタナベシンオノレ

				114		平成10年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		青木　繁樹 アオキシゲキ

				115		平成10年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		竹内　直彦 タケウチナオヒコ

				116		平成10年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱大東工作所 ダイトウコウサクショ		矢野　智弘 ヤノトモヒロ

				117		平成10年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱セイコー		梶田　邦孝 カジタクニタカ

				118		平成10年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱小池製作所 コイケセイサ		長谷川　智之 ハセガワトモユキ

				119		平成10年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱髙田製作所 タカダセイサ		平井　紀康 ヒライノリヤス

				120		平成10年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		高木　大輔 タカキダイスケ

				121		平成10年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱相澤鉄工 アイザワテッコウ		岩瀬　直紀 イワセナオキ

				122		平成10年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		小谷　慎司 コタニシンジ

				123		平成10年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱ハラタ		古屋　悟 フルヤサトル

				124		平成11年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		藤田　衛 フジタマモル

				125		平成11年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱髙田製作所 タカダセイサ		東條　和紀 トウジョウカズノリ

				126		平成11年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		アイラ工業㈱ コウギョウ		成田　力 ナリタチカラ

				127		平成11年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		西ノ原　秀和 ニシハラヒデカズ

				128		平成11年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		打保　辰也 ウホタツヤ

				129		平成11年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱髙田製作所 タカダセイサ		中島　寛 ナカジマヒロシ

				130		平成11年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		大嶋　善範 オオシマゼンハン

				131		平成11年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱鈴重 スズジュウ		高橋　和秀 タカハシカズヒデ

				132		平成12年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱葵サービステクノ アオイ		早川　淑浩 ハヤカワシュクヒロ												数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ

				133		平成12年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱大東工作所 ダイトウコウサクショ		森本　圭一 モリモトケイイチ												数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ

				134		平成12年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		アイラ工業㈱ コウギョウ		水谷　智明 ミズタニトモアキ												機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ

				135		平成12年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱東愛知アマダ ヒガシアイチ		岩崎　英一 イワサキエイイチ												機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ

				136		平成12年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱高田製作所 タカダセイサクショ		藤ノ井　英造 フジイエイゾウ												工場板金　　　特級 コウジョウバンキントクキュウ

				137		平成12年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱葵サービステクノ アオイ		菊崎　正光 キクサキマサミツ

				138		平成13年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱セイコー		梶田　邦孝 カジタクニタカ

				139		平成13年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		小野　正幸 オノマサユキ

				140		平成13年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		渡部　哲也 ワタベテツヤ

				141		平成13年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱セイコー		野間　亜由美 ノマアユミ

				142		平成13年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		東洋電機㈱ トウヨウデンキ		田中　誠 タナカマコト

				143		平成13年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		東洋電機㈱ トウヨウデンキ		大橋　一弘 オオハシイチヒロ

				144		平成13年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱相澤鉄工 アイザワテッコウ		西浦　幸生 ニシウラユキオ

				145		平成13年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		アイラ工業㈱ コウギョウ		小林　豊史 コバヤシユタカシ

				146		平成13年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		柴田　昌人 シバタマサヒト

				147		平成13年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		鈴木　康夫 スズキヤスオ

				148		平成13年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		出口　善樹 デグチヨシキ

				149		平成14年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱葵サービステクノ アオイ		早川　淑浩 ハヤカワシュクヒロ

				150		平成14年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱大東工作所 ダイトウコウサクショ		水野　孝紀 ミズノタカノリ

				151		平成14年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		川浪　弘靖 カワナミヒロヤス

				152		平成14年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		岩切　学 イワキリマナ

				153		平成14年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱稲沢工業 イナザワコウギョウ		田島　一雄 タジマイチユウ

				154		平成14年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		アイラ工業㈱ コウギョウ		西垣　憲 ニシガキノリ

				155		平成15年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		アイラ工業㈱ コウギョウ		橋本　正吾 ハシモトマサゴ

				156		平成15年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈲志村プレス工業所		塩谷　賢二 シオタニケンジ

				157		平成15年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈲愛晃製作所 アイコウセイサクショ		糸永　浩章 イトナガヒロアキ

				158		平成15年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈲志村プレス工業所		鈴木　卓男 スズキタクオ

				159		平成15年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		田ノ上　雅仁 タウエマサニン

				160		平成15年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱セイコー		村下　高幸 ムラシタタカユキ

				161		平成16年		工場板金　　　特級 コウジョウバンキントクキュウ		㈱相澤鉄工 アイザワテッコウ		小島　新吉 コジマシンキチ

				162		平成16年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		各務　健二 カガミケンジ

				163		平成16年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱オークマスチールテクノ		高杉　亘 タカスギワタル

				164		平成16年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		竜　豊久 リュウユタカヒサ

				165		平成16年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱葵サービステクノ アオイ		成田　力 ナリタリキ

				166		平成16年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱葵サービステクノ アオイ		市来　隆志 イチライタカシ

				167		平成16年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱オークマスチールテクノ		板羽　健 イタハケン

				168		平成16年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱オークマスチールテクノ		有本　誠也 アリモトセイヤ

				169		平成16年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱ハラタ		古屋　悟 フルヤサトル

				170		平成16年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		中京金属㈱ チュウキョウキンゾク		児玉　友也 コダマトモヤ

				171		平成17年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		岩田　匡弘 イワタマサシヒロ

				172		平成17年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱大東工作所 ダイトウコウサクショ		古川　智章 フルカワトモアキ

				173		平成17年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		竜　豊久 リュウユタカヒサ

				174		平成17年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱オークマスチールテクノ		眞野　彰博 マノショウヒロ

				175		平成17年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		東円鈑工所 ヒガシエンバンコウショ		小島　克仁 コジマカツヒト

				176		平成17年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		加藤　匡洋 カトウヨウ

				177		平成17年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		山口　智将 ヤマグチトモショウ

				178		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		オークマスチールテクノ㈱		川上　修 カワカミシュウ

				179		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱セイコー		村下　高幸 ムラシタタカユキ

				180		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈲志村プレス工業所		塩谷　賢二 シオタニケンジ

				181		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		今泉　公人 イマイズミキミヒト

				182		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		伊藤　淳 イトウアツシ

				183		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		林　貴全 ハヤシタカゼン

				184		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		松尾　誠 マツオマコト

				185		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		金子　巌 カネコイワオ

				186		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		小浦　和道 コウラカズミチ

				187		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		本田　吉孝 ホンダヨシタカ

				188		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		岩崎　英一 イワサキエイイチ

				189		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		瀬戸　孝夫 セトタカオ

				190		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱葵サービステクノ アオイ		佐藤　雅史 サトウマサシ

				191		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		古郡　崇 フルグンスウ

				192		平成18年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		加藤　匡洋 カトウヨウ

				193		平成18年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱東円鈑工所 アズマエンバンコウショ		小島　克仁 コジマカツヒト

				194		平成18年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		木村　浩二 キムラヒロシニ

				195		平成18年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱小池製作所 コイケセイサクショ		柴田　直輝 シバタナオテル

				196		平成18年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		土屋　昭浩 ツチヤアキヒロ

				197		平成18年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		保科　道人 ホシナミチヒト

				198		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		小野　正幸 オノマサユキ

				199		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		石川　俊樹 イシカワトシキ

				200		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱トヨコー		戸田　雅人 トダマサヒト

				201		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱トヨコー		戸田　啓二 トダケイジ

				202		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		山本　康嗣 ヤマモトヤスツグ

				203		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		坂本　毅 サカモトツヨシ

				204		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		大野　昭二 オオノショウニ

				205		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		三島　英義 ミシマヒデヨシ

				206		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		後藤　義彦 ゴトウヨシヒコ

				207		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱大東工作所 ダイトウコウサクショ		柴田　義一 シバタヨシカズ

				208		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱大東工作所 ダイトウコウサクショ		前野　貴信 マエノタカノブ

				209		平成19年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈲志村プレス工業所		塩谷　賢二 シオタニケンジ

				210		平成19年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱高田製作所 タカダセイサクショ		白浜　一朗 シラハマイチロウ

				211		平成19年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		永井　正己 ナガイマサミ

				212		平成19年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		岩田　和人 イワタカズヒト

				213		平成19年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		安田　訓憲 ヤスダクンノリ

				214		平成19年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱大東工作所 ダイトウコウサクショ		山本　崇 ヤマモトタカシ

				215		平成19年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱大東工作所 ダイトウコウサクショ		福本　一志 フクモトイチシ

				216		平成20年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（資）久保田工業所 シクボタコウギョウショ		久保田　将行 クボタマサユキ

				217		平成20年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		西川　元保 ニシカワゲンホ

				218		平成20年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		永井　正己 ナガイマサミ

				219		平成20年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		青木　浩尚 アオキヒロナオ

				220		平成20年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		水野　大介 ミズノダイスケ

				221		平成20年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		上假屋　文孝 カミカヤフミコウ

				222		平成20年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		柚木　秀明 ユズキヒデアキ

				223		平成20年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		佐藤　孝 サトウタカシ

				224		平成20年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		安藤　公治 アンドウコウチ

				225		平成20年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		西井　純 ニシイジュン

				226		平成20年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱大東工作所 ダイトウコウサクショ		水野　孝紀 ミズノタカノリ

				227		平成20年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱栃尾製作所 トチオセイサクショ		栃尾　喜法 トチオヨシホウ

				228		平成20年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱葵サービステクノ アオイ		水口　和也 ミズグチカズヤ

				229		平成20年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		嶋崎　正二 シマザキマサニ

				230		平成20年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈲瑞穂テック ミズホ		大塚　健弘 オオツカケンヒロ

				231		平成20年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		杉浦　允男 スギウラマコトオ

				232		平成20年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		那須　篤則 ナスアツノリ

				233		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		笹山　知成 ササヤマシナリ

				234		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		角本　和夫 カドモトカズオ

				235		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		土屋　栄作 ツチヤエイサク

				236		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		佐藤　稚彦 サトウチヒコ

				237		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		澤田　幸一 サワダユキイチ

				238		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		大鹿　みき オオシカ

				239		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		山下　智生 ヤマシタトモオ

				240		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱創円 ソウエン		服部　太志 ハットリフトシ

				241		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱大東工作所 ダイトウコウサクショ		西巻　祥平 ニシマキショウヘイ

				242		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱棚長 タナチョウ		本多　秀明 ホンダヒデアキ

				243		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱棚長 タナチョウ		杉浦　允男 スギウラマコトオ

				244		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		岩瀬　功典 イワセコウテン

				245		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		梅田　哲司 ウメダテツシ

				246		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		中桐　佳彦 ナカキリヨシヒコ

				247		平成21年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		鹿島　弘次 シカシマヒロツギ

				248		平成21年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		宮田　賢一 ミヤタケンイチ

				249		平成21年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱棚長 タナチョウ		柴田　昌人 シバタマサヒト

				250		平成21年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		城　栄史 ジョウエイシ

				251		平成21年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱葵サービステクノ アオイ		市来　隆志 イチライタカシ

				252		平成21年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱棚長 タナチョウ		榊原　健太郎 サカキバラケンタロウ

				253		平成21年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱遠松製作所 エンマツセイサクショ		中西　淑 ナカニシシュク

				254		平成22年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		上假屋　文孝 カミカヤフミコウ

				255		平成22年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		倉智　広志 クラトモヒロシシ

				256		平成22年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		福井　敏彦 フクイトシヒコ

				257		平成22年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		松林　昌彦 マツバヤシマサヒコ

				258		平成22年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱河村産業所 カワムラサンギョウショ		小出　素久 コイデモトヒサ

				259		平成22年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（資）久保田工業所 シクボタコウギョウショ		久保田　将行 クボタマサユキ

				260		平成22年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		西川　裕記 ニシカワユウキ

				261		平成23年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈲志村プレス工業所		大橋　達也 オオハシタツヤ

				262		平成23年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱高田製作所 タカダセイサクショ		藤ノ井　英造 フジイエイゾウ

				263		平成23年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱高田製作所 タカダセイサクショ		吉田　竜也 ヨシダタツヤ

				264		平成23年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		杉浦　允男 スギウラマコトオ

				265		平成23年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱タニテクニカル		西野　剛史 ニシノゴウシ

				266		平成23年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		福井　敏彦 フクイトシヒコ

				267		平成23年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		オークマスチールテクノ㈱		上林　竜司 ウエハヤシタツシ

				268		平成23年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		オークマスチールテクノ㈱		船戸　勉 フナトベン

				269		平成23年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		山下　智生 ヤマシタトモオ

				270		平成23年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱タニテクニカル		畠山　広勇 ハタヤマヒロイサム

				271		平成23年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		坂下　貴法 サカシタキノリ

				272		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		佐藤　孝 サトウタカシ

				273		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱タニテクニカル		小野田　隼人 オノダハヤト

				274		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		安藤　公治 アンドウコウチ

				275		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		山田　邦充 ヤマダクニミツ

				276		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		市野　哲士 イチノテツシ

				277		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		岩間　準一 イワマジュンイチ

				278		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		萩　洋 ハギヒロシ

				279		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		久高　将也 ヒサタカマサヤ

				280		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		富田　貴樹 トミタタカキ

				281		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		森本　喜巳彦 モリモトキミヒコ

				282		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		片渕　彰 カタフチアキラ

				283		平成24年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		波越　智 ナミコシチ

				284		平成24年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		保科  道人 ホシナミチヒト

				285		平成24年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナナガ		榊原　健太郎 サカキバラケンタロウ

				286		平成24年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱山宝 ヤマタカラ		松嶋　真 マツシママコト

				287		平成24年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱中日技研 チュウニチギケン		野村　幸弘 ノムラユキヒロ

				288		平成24年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		澤木  勇作 サワキユウサク

				289		平成24年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		小森  浩史 コモリヒロシシ

				290		平成24年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		吉崎　博 ヨシザキヒロシ

				291		平成24年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱TANI・テクニカル		秋丸　啓介 アキマルケイスケ

				292		平成24年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱TANI・テクニカル		上田  勝久 ウエダカツヒサ

				293		平成24年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		浅野  尚紀 アサノナオオサム

				294		平成24年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナナガ		村松  択弥 ムラマツタクワタル

				295		平成24年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱橋本製作所 ハシモトセイサクジョ		山田　純 ヤマダジュン

				296		平成24年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		佐藤  雅彦 サトウマサヒコ

				297		平成24年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		後藤  義彦 ゴトウヨシヒコ

				298		平成24年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		澤田  幸一 サワダコウイチ

				299		平成24年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナナガ		杉浦　充男 スギウラミツルオトコ

				300		平成24年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱高田製作所 タカダセイサクジョ		藤ノ井　英造 フジセイエイゾウ

				301		平成24年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		山田  健雄 ヤマダタケオ

				302		平成24年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナナガ		竹本　英幸 タケモトヒデユキ

				303		平成24年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		渡邊  幸人 ワタナベユキヒト

				304		平成25年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		岩切　学 イワキリマナブ

				305		平成25年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		岩田　和人 イワタカズト

				306		平成25年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		森　武彦 モリタケヒコ

				307		平成25年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）イシカワ カブ		吉川　卓宏 ヨシカワタクヒロシ

				308		平成25年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）イシカワ カブ		浜本　雅美 ハマモトマサミ

				309		平成25年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）タニテクニカル カブ		勝原　文彦 カツハラフミヒコ

				310		平成25年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		オークマ（株） カブ		冨田　誠 トミタマコト

				311		平成25年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		オークマ（株） カブ		杉江　俊幸 スギエトシユキ

				312		平成25年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		オークマ（株） カブ		土田　智文 ツチダトモフミ

				313		平成25年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）大東工作所 カブダイトウコウサクショ		西巻　祥平 ニシマキショウヘイ

				314		平成25年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）大東工作所 カブダイトウコウサクショ		森本　圭一 モリモトケイイチ

				315		平成25年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナナガ		柴田　昌人 シバタマサト

				316		平成25年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナナガ		渡辺　慧 ワタナベケイ

				317		平成25年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）中藤電機産業 カブナカフジデンキサンギョウ		山崎　泰規 ヤマザキヤスノリ

				318		平成25年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		金澤　真輝 カナザワマテル

				319		平成26年		工場板金　　　特級 コウジョウバンキントクキュウ		（株）興和工業所 カブコウワコウギョウショ		青山　友之 アオヤマトモユキ

				320		平成26年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）興和工業所 カブコウワコウギョウショ		吉岡　治 ヨシオカオサム

				321		平成26年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		稲沢工業（株） イナザワコウギョウカブ		田嶋　一雄 タジマカズオ

				322		平成26年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）セイコー カブ		巣山　亜由美 スヤマアユミ

				323		平成26年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）タニテクニカル カブ		石田　隆一 イシダリュウイチ

				324		平成26年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		オークマスチールテクノ㈱		栗山　純一 クリヤマジュンイチ

				325		平成26年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アライ カブ		西谷　公一 ニシタニコウイチ

				326		平成26年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）大東工作所 カブダイトウコウサクショ		古川　智章 フルカワトモアキ

				327		平成26年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）大東工作所 カブダイトウコウサクショ		前野　貴信 マエノタカノブ

				328		平成26年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		神田　賢 カンダケン

				329		平成26年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		沖島　雄介 オキシマユウスケ

				330		平成26年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		オークマスチールテクノ（株） カブ		土田　智文 ツチダトモフミ

				331		平成26年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		アルパ工業（株） コウギョウカブ		遠藤　友紀雄 エンドウユキオ

				332		平成26年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（有）瑞穂テック ユウミズホ		澤田　龍治 サワダリュウジ

				333		平成27年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）葵サービステクノ カブアオイ		水口　和也 ミズグチカズヤ

				334		平成27年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		本田　吉孝 ホンダヨシタカ

				335		平成27年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		河村　光信 カワムラミツノブ

				336		平成27年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アライ カブ		浅野　尚紀 アサノナオキ

				337		平成27年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		カネトヨ（株） カブ		伊藤　祐一 イトウユウイチ

				338		平成27年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）葵サービステクノ カブアオイ		鈴木　健史 スズキケンジ

				339		平成27年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）葵サービステクノ カブアオイ		山崎　真 ヤマザキマコト

				340		平成27年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		金澤　真輝 カナザワマテル

				341		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（有）瑞穂テック ユウミズホ		大塚　健弘 オオツカタケヒロ

				342		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）河村産業所 カブカワムラサンギョウショ		小出　素久 コイデモトヒサ

				343		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		佐藤　治也 サトウハルヤ

				344		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		辻　義貴 ツジヨシタカ

				345		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）セイコー カブ		巣山　亜由美 スヤマアユミ

				346		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		カネトヨ（株） カブ		加登　和行 カノボルカズユキ

				347		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）アライ カブ		馬場　隆明 ババタカアキ

				348		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		鷲尾　陽平 ワシオヨウヘイ

				349		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		オークマスチールテクノ（株） カブ		岩田　貢 イワタミツグ

				350		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		オークマスチールテクノ（株） カブ		栗山　純一 クリヤマジュンイチ

				351		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		オークマスチールテクノ（株） カブ		杉江　俊幸 スギエトシユキ

				352		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		オークマスチールテクノ（株） カブ		小野島　健太 オノジマケンタ

				353		平成28年 ヘイセイネン		工場板金　　　特級 コウジョウバンキントクキュウ		（株）大東工作所 カブダイトウコウサクショ		水野　孝紀 ミズノタカノリ

				354		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長（株） タナチョウカブ		村松　拓弥 ムラマツタクヤ

				355		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）髙田製作所 カブタカダセイ		近藤　貴嗣 コンドウタカツグ

				356		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）セイコー カブ		巣山　博文 スヤマヒロフミ

				357		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）セイコー カブ		村下　清幸 ムラシタキヨユキ

				358		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		辻　義貴 ツジヨシタカ

				359		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		沖島　雄介 オキシマユウスケ

				360		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		神田　賢 カンダケン

				361		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		オークマスチールテクノ（株） カブ		青山　勉 アオヤマツトム

				362		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		国吉　翔太 クニヨシショウタ

				363		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（有）瑞穂テック ユウミズホ		外山　翔悟 トヤマショウゴ

				364		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（有）瑞穂テック ユウミズホ		浅井　隆弘 アサイタカヒロ

				365		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アライ カブ		小澤　吉徳 オザワヨシトク

				366		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アライ カブ		岩田　光生 イワタミツオ

				367		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）興和工業所 カブコウワコウギョウショ		渡部　哲也 ワタベテツヤ

				368		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		金澤　真輝 カナザワマテル

				369		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		末澤　廣志 スエザワヒロシシ

				370		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		豊田　勇二 トヨタユウジ

				371		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（有）瑞穂テック ユウミズホ		澤田　龍治 サワダリュウジ

				372		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		棚長（株） タナチョウカブ		石川　健志 イシカワタケシシ

				373		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		カネトヨ（株） カブ		桑田　政治 クワタマサオサ

				374		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		アルパ工業（株） コウギョウカブ		石倉　健 イシクラタケシ

				375		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		アルパ工業（株） コウギョウカブ		加藤　和行 カトウカズユキ

				376		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		稲沢工業（株） イナザワコウギョウカブ		佐治　裕太 サジユウタ

				377		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）アライ カブ		前田　涼 マエダリョウ

				378		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）アライ カブ		伊藤　勝 イトウマサル
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				番号 バンゴウ		年 ネン		検定名 ケンテイメイ		会社名 カイシャメイ		氏名 シメイ						62		63		元 ガン		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28

				1		昭和６２年 ショウワネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）丹羽シートメタル カブニワ		角　繁義 スミシゲヨシ				工場板金　　　特級 コウジョウバンキントクキュウ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		3

				2		昭和６２年 ショウワネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		エヌ．エス．デー（株） カブ		柴田　勝功 シバタカツイサオ				機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		1		3		1		0		0		0		1		0		0		3		0		1		1		1		1		0		0		1		1		2		3		2		4		1		6		5		3		3		4		8		56

				3		昭和６２年 ショウワネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）日洋工業 カブニチヨウコウギョウ		堀　徳浩 ホリノリヒロ				機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		7		5		4		9		4		9		9		5		7		2		1		4		6		2		5		5		4		1		4		4		4		5		3		1		5		8		6		3		4		5		141

				4		昭和６２年 ショウワネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		福助工業（株） フクスケコウギョウカブ		原　隆行 ハラタカユキ				数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		2		0		1		0		3		0		0		1		3		0		1		1		0		0		1		1		1		3		1		12		8		4		3		4		9		6		3		4		5		5		82

				5		昭和６２年 ショウワネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）河村産業所 カブカワムラサンギョウショ		稲垣　喜昭 イナガキヨシアキ				数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		4		2		4		11		2		1		1		2		1		3		0		4		1		3		4		0		1		4		1		2		3		6		11		1		2		2		3		3		7		7		96

				6		昭和６２年 ショウワネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		稲沢工業（株） イナザワコウギョウカブ		越智　清雄 オチキヨユウ						14		10		10		20		9		10		11		8		11		8		2		10		8		6		11		6		6		10		7		20		18		17		21		7		22		21		15		14		20		26		378

				7		昭和６２年 ショウワネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		東洋機械（株） トウヨウキカイカブ		中根　年生 ナカネトシオ

				8		昭和６２年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		東洋機械（株） トウヨウキカイカブ		中谷　啓吾 ナカタニケイゴ

				9		昭和６２年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		東洋機械（株） トウヨウキカイカブ		加藤　浩司 カトウコウジ

				10		昭和６２年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		中京金属（株） チュウキョウキンゾクカブ		大森　三由 オオモリサンヨシ

				11		昭和６２年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		中京金属（株） チュウキョウキンゾクカブ		安藤　栄二 アンドウエイジ

				12		昭和６２年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		中京金属（株） チュウキョウキンゾクカブ		平松　貞雄 ヒラマツサダオ

				13		昭和６２年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		中京金属（株） チュウキョウキンゾクカブ		副島　義雄 ソエジマヨシオ

				14		昭和６２年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）大東工作所 カブダイトウコウサクショ		中根　博志 ナカネヒロシ

				15		昭和６３年 ショウワネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		戸田溶接工業（株） トダヨウセツコウギョウカブ		戸田　登志勝 トダトシカツ

				16		昭和６３年 ショウワネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）興和工業所 カブコウワコウギョウショ		青山　友之 アオヤマトモユキ

				17		昭和６３年 ショウワネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）丹羽シートメタル カブニワ		角　繁義 スミシゲヨシ

				18		昭和６３年 ショウワネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（有）髙田製作所 ユウタカダセイ		出渕　徳夫 デブチトクオ

				19		昭和６３年 ショウワネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）日洋工業 カブニチヨウコウギョウ		西山　秀雄 ニシヤマヒデオ

				20		昭和６３年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）ハラタ カブ		有富　晴敏 アリトミハルトシ

				21		昭和６３年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）日洋工業 カブニチヨウコウギョウ		加藤　直彦 カトウナオヒコ

				22		昭和６３年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）日洋工業 カブニチヨウコウギョウ		柵木　章作 タナキショウサク

				23		昭和６３年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		中京金属（株） チュウキョウキンゾクカブ		工藤　宏美 クドウヒロミ

				24		昭和６３年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）渡辺製作所 カブワタナベセイ		富田　直樹 トミタナオキ

				25		平成元年 ヘイセイガンネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（有）髙田製作所 ユウタカダセイ		出渕　徳夫 デブチトクオ

				26		平成元年 ヘイセイガンネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）興和工業所 カブコウワコウギョウショ		各務　健二 カカミケンジ

				27		平成元年 ヘイセイガンネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）興和工業所 カブコウワコウギョウショ		後藤　豊昭 ゴトウトヨアキ

				28		平成元年 ヘイセイガンネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		深田電機工業（株） フカダデンキコウギョウカブ		百瀬　道春 モモセミチハル

				29		平成元年 ヘイセイガンネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		深田電機工業（株） フカダデンキコウギョウカブ		加藤　修 カトウオサム

				30		平成元年 ヘイセイガンネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（有）髙田製作所 ユウタカダセイ		山内　茂 ヤマウチシゲル

				31		平成元年 ヘイセイガンネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）日洋工業 カブニチヨウコウギョウ		木村　崇 キムラタカシ

				32		平成元年 ヘイセイガンネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）相沢鉄工 カブアイザワテッコウ		相沢　隆清 アイザワタカシキヨ

				33		平成元年 ヘイセイガンネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）興和工業所 カブコウワコウギョウショ		倉智　広志 クラチヒロシ

				34		平成元年 ヘイセイガンネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）興和工業所 カブコウワコウギョウショ		水上　健二 ミズカミケンジ

				35		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		石川　俊樹 イシカワシュンジュ

				36		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		角谷　忠司 カクタニチュウジ

				37		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		稲沢工業㈱ イナザワコウギョウ		小野寺　信光 オノデラノブミツ

				38		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		東洋電機㈱ トウヨウデンキ		大谷　博之 オオタニヒロユキ

				39		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		東洋電機㈱ トウヨウデンキ		橋本　圭司 ハシモトケイジ

				40		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		深田電機工業㈱ フカダデンキコウギョウ		加藤　之朗 カトウコレロウ

				41		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		各務　健二 カクムケンジ

				42		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱トヨコー		奥野　義博 オクノヨシヒロ

				43		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱長崎工業 ナガサキコウギョウ		田嶋　紀明 タジマノリアキ

				44		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱橋本製作所 ハシモトセイサ		近藤　実 コンドウミノル

				45		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱竜製作所 リュウセイサ		大蜘蛛　修 ダイクモオサム

				46		平成2年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		鹿島　弘次 カシマコウジ

				47		平成2年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		日比野　政己 ヒビノマサミ

				48		平成2年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		波越　智 ナミコシチ

				49		平成2年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱セイコー		樋口　忠彦 ヒグチタダヒコ

				50		平成2年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱長崎工業 ナガサキコウギョウ		祢宣田　辰夫 ネヨロシタタツオ

				51		平成2年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱竜製作所 リュウセイサ		倉田　幸彦 クラタユキヒコ

				52		平成2年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱竜製作所 リュウセイサ		中村　信行 ナカムラノブユキ

				53		平成2年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		アイラ工業㈱ コウギョウ		池田　健 イケダケン

				54		平成2年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		東洋電機㈱ トウヨウデンキ		大橋　一弘 オオハシカズヒロ

				55		平成3年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱相澤鉄工 アイザワテッコウ		小島　新吉 コジマシンキチ

				56		平成3年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱トヨコー		戸田　登志勝 トダトシカツ

				57		平成3年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱髙田製作所 タカダセイサ		朝川　良治 アサカワヨシハル

				58		平成3年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		青木　繁樹 アオキシゲキ

				59		平成3年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱竜製作所 リュウセイサ		稲熊　保彦 イナクマヤスヒコ

				60		平成3年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		床並　孝博 トコナミタカヒロ

				61		平成3年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		脇　政美 ワキマサミ

				62		平成3年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱長崎工業 ナガサキコウギョウ		沖田　昌宏 オキタマサヒロ

				63		平成3年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱竜製作所 リュウセイサ		熊澤　一男 クマザワカズオ

				64		平成4年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		東洋電機㈱ トウヨウデンキ		佐々木　敏之 ササキトシユキ

				65		平成4年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈲東南製作所 トウナンセイサ		野々村　茂 ノノムラシゲル

				66		平成4年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		佐藤　大助 サトウダイスケ

				67		平成4年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		アイラ工業㈱ コウギョウ		稲垣　代二 イナガキダイニ

				68		平成4年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		アイラ工業㈱ コウギョウ		渋谷　準 シブヤジュン

				69		平成4年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		東洋電機㈱ トウヨウデンキ		岩切　俊光 イワキリトシミツ

				70		平成4年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱竜製作所 リュウセイサ		蟹江　武史 カニエタケシ

				71		平成4年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱竜製作所 リュウセイサ		水野　昇 ミズノノボル

				72		平成4年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		馬場　弘明 ババヒロアキ

				73		平成4年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱ハラタ		木原　丈広 キハラジョウヒロ

				74		平成5年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		小泉　国男 コイズミクニオ

				75		平成5年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱相澤鉄工 アイザワテッコウ		小島　新吉 コジマシンキチ

				76		平成5年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		盛田　由己 モリタヨシミ

				77		平成5年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		田中　広一 タナカコウイチ

				78		平成5年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱相澤鉄工 アイザワテッコウ		相沢　隆清 アイザワタカキヨ

				79		平成5年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		松村　政由 マツムラマサヨシ

				80		平成5年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱竜製作所 リュウセイサ		阿知波　克幸 アチワカツユキ

				81		平成5年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		吉岡　治 ヨシオカオサム

				82		平成5年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		野村　忍 ノムラシノブ

				83		平成5年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱名古屋ｱﾙﾐｾﾝﾀｰ ナゴヤ		飯田　住久 イイダスミヒサ

				84		平成5年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈲東南製作所 トウナンセイサ		菅原　秀幸 スガワラヒデユキ

				85		平成6年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		青山　友之 アオヤマトモユキ

				86		平成6年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		宮田　賢一 ミヤタケンイチ

				87		平成6年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		牧野　広行 マキノヒロユキ

				88		平成6年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱ハラタ		青山　和義 アオヤマカズヨシ

				89		平成6年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		アイラ工業㈱ コウギョウ		岩井　鉦二 イワイカネニ

				90		平成6年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱相澤鉄工 アイザワテッコウ		渡辺　晃久 ワタナベアキヒサ

				91		平成6年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		前田　峰孝 マエダミネタカシ

				92		平成6年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱髙田製作所 タカダセイサ		加藤　則雄 カトウノリオ

				93		平成7年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		アイラ工業㈱ コウギョウ		稲垣　代二 イナガキダイニ

				94		平成7年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		城　栄史 シロエイシ

				95		平成7年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		堀　徳浩 ホリトクヒロ

				96		平成7年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱長崎工業 ナガサキコウギョウ		松崎　英之 マツザキヒデユキ

				97		平成7年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		水上　健二 ミズカミケンジ

				98		平成7年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		平野　誠 ヒラノマコト

				99		平成7年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱長崎工業 ナガサキコウギョウ		永野　寿 ナガノコトブキ

				100		平成7年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		昭和工業㈱ ショウワコウギョウ		長岡　一徳 ナガオカカズノリ

				101		平成7年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		浅尾　正人 アサオマサト

				102		平成7年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱橋本製作所 ハシモトセイサ		酒井　秀二 サカイヒデジ

				103		平成7年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		原　浩児 ハラコウジ

				104		平成8年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		須田　典幸 スダノリユキ

				105		平成8年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		笹山　和成 ササヤマカズナリ

				106		平成8年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱名古屋ｱﾙﾐｾﾝﾀｰ ナゴヤ		浜田　総一 ハマダソウイチ

				107		平成8年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱丹羽ｼｰﾄﾒﾀﾙ ニワ		丹羽　一男 ニワカズオ

				108		平成8年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱ハラタ		有富　靖俊 アトミヤストシ

				109		平成8年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		板垣　秀治 イタガキヒデジ

				110		平成8年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		片山　貴稔 カタヤマキミノル

				111		平成8年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱名古屋ｱﾙﾐｾﾝﾀｰ ナゴヤ		渡辺　正宏 ワタナベマサヒロ

				112		平成9年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱丹羽ｼｰﾄﾒﾀﾙ ニワ		丹羽　一男 ニワカズオ

				113		平成9年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		昭和工業㈱ ショウワコウギョウ		渡辺　真己 ワタナベシンオノレ

				114		平成10年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		青木　繁樹 アオキシゲキ

				115		平成10年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		竹内　直彦 タケウチナオヒコ

				116		平成10年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱大東工作所 ダイトウコウサクショ		矢野　智弘 ヤノトモヒロ

				117		平成10年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱セイコー		梶田　邦孝 カジタクニタカ

				118		平成10年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱小池製作所 コイケセイサ		長谷川　智之 ハセガワトモユキ

				119		平成10年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱髙田製作所 タカダセイサ		平井　紀康 ヒライノリヤス

				120		平成10年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		高木　大輔 タカキダイスケ

				121		平成10年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱相澤鉄工 アイザワテッコウ		岩瀬　直紀 イワセナオキ

				122		平成10年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		小谷　慎司 コタニシンジ

				123		平成10年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱ハラタ		古屋　悟 フルヤサトル

				124		平成11年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		藤田　衛 フジタマモル

				125		平成11年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱髙田製作所 タカダセイサ		東條　和紀 トウジョウカズノリ

				126		平成11年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		アイラ工業㈱ コウギョウ		成田　力 ナリタチカラ

				127		平成11年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		西ノ原　秀和 ニシハラヒデカズ

				128		平成11年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		打保　辰也 ウホタツヤ

				129		平成11年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱髙田製作所 タカダセイサ		中島　寛 ナカジマヒロシ

				130		平成11年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		大嶋　善範 オオシマゼンハン

				131		平成11年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱鈴重 スズジュウ		高橋　和秀 タカハシカズヒデ

				132		平成12年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱葵サービステクノ アオイ		早川　淑浩 ハヤカワシュクヒロ												数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ

				133		平成12年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱大東工作所 ダイトウコウサクショ		森本　圭一 モリモトケイイチ												数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ

				134		平成12年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		アイラ工業㈱ コウギョウ		水谷　智明 ミズタニトモアキ												機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ

				135		平成12年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱東愛知アマダ ヒガシアイチ		岩崎　英一 イワサキエイイチ												機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ

				136		平成12年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱高田製作所 タカダセイサクショ		藤ノ井　英造 フジイエイゾウ												工場板金　　　特級 コウジョウバンキントクキュウ

				137		平成12年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱葵サービステクノ アオイ		菊崎　正光 キクサキマサミツ

				138		平成13年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱セイコー		梶田　邦孝 カジタクニタカ

				139		平成13年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		小野　正幸 オノマサユキ

				140		平成13年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		渡部　哲也 ワタベテツヤ

				141		平成13年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱セイコー		野間　亜由美 ノマアユミ

				142		平成13年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		東洋電機㈱ トウヨウデンキ		田中　誠 タナカマコト

				143		平成13年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		東洋電機㈱ トウヨウデンキ		大橋　一弘 オオハシイチヒロ

				144		平成13年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱相澤鉄工 アイザワテッコウ		西浦　幸生 ニシウラユキオ

				145		平成13年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		アイラ工業㈱ コウギョウ		小林　豊史 コバヤシユタカシ

				146		平成13年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		柴田　昌人 シバタマサヒト

				147		平成13年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		鈴木　康夫 スズキヤスオ

				148		平成13年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		出口　善樹 デグチヨシキ

				149		平成14年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱葵サービステクノ アオイ		早川　淑浩 ハヤカワシュクヒロ

				150		平成14年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱大東工作所 ダイトウコウサクショ		水野　孝紀 ミズノタカノリ

				151		平成14年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		川浪　弘靖 カワナミヒロヤス

				152		平成14年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		岩切　学 イワキリマナ

				153		平成14年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱稲沢工業 イナザワコウギョウ		田島　一雄 タジマイチユウ

				154		平成14年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		アイラ工業㈱ コウギョウ		西垣　憲 ニシガキノリ

				155		平成15年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		アイラ工業㈱ コウギョウ		橋本　正吾 ハシモトマサゴ

				156		平成15年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈲志村プレス工業所		塩谷　賢二 シオタニケンジ

				157		平成15年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈲愛晃製作所 アイコウセイサクショ		糸永　浩章 イトナガヒロアキ

				158		平成15年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈲志村プレス工業所		鈴木　卓男 スズキタクオ

				159		平成15年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		田ノ上　雅仁 タウエマサニン

				160		平成15年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱セイコー		村下　高幸 ムラシタタカユキ

				161		平成16年		工場板金　　　特級 コウジョウバンキントクキュウ		㈱相澤鉄工 アイザワテッコウ		小島　新吉 コジマシンキチ

				162		平成16年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		各務　健二 カガミケンジ

				163		平成16年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱オークマスチールテクノ		高杉　亘 タカスギワタル

				164		平成16年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		竜　豊久 リュウユタカヒサ

				165		平成16年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱葵サービステクノ アオイ		成田　力 ナリタリキ

				166		平成16年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱葵サービステクノ アオイ		市来　隆志 イチライタカシ

				167		平成16年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱オークマスチールテクノ		板羽　健 イタハケン

				168		平成16年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱オークマスチールテクノ		有本　誠也 アリモトセイヤ

				169		平成16年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱ハラタ		古屋　悟 フルヤサトル

				170		平成16年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		中京金属㈱ チュウキョウキンゾク		児玉　友也 コダマトモヤ

				171		平成17年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		岩田　匡弘 イワタマサシヒロ

				172		平成17年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱大東工作所 ダイトウコウサクショ		古川　智章 フルカワトモアキ

				173		平成17年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		竜　豊久 リュウユタカヒサ

				174		平成17年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱オークマスチールテクノ		眞野　彰博 マノショウヒロ

				175		平成17年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		東円鈑工所 ヒガシエンバンコウショ		小島　克仁 コジマカツヒト

				176		平成17年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		加藤　匡洋 カトウヨウ

				177		平成17年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		山口　智将 ヤマグチトモショウ

				178		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		オークマスチールテクノ㈱		川上　修 カワカミシュウ

				179		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱セイコー		村下　高幸 ムラシタタカユキ

				180		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈲志村プレス工業所		塩谷　賢二 シオタニケンジ

				181		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		今泉　公人 イマイズミキミヒト

				182		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		伊藤　淳 イトウアツシ

				183		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		林　貴全 ハヤシタカゼン

				184		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		松尾　誠 マツオマコト

				185		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		金子　巌 カネコイワオ

				186		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		小浦　和道 コウラカズミチ

				187		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		本田　吉孝 ホンダヨシタカ

				188		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		岩崎　英一 イワサキエイイチ

				189		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		瀬戸　孝夫 セトタカオ

				190		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱葵サービステクノ アオイ		佐藤　雅史 サトウマサシ

				191		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		古郡　崇 フルグンスウ

				192		平成18年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		加藤　匡洋 カトウヨウ

				193		平成18年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱東円鈑工所 アズマエンバンコウショ		小島　克仁 コジマカツヒト

				194		平成18年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		木村　浩二 キムラヒロシニ

				195		平成18年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱小池製作所 コイケセイサクショ		柴田　直輝 シバタナオテル

				196		平成18年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		土屋　昭浩 ツチヤアキヒロ

				197		平成18年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		保科　道人 ホシナミチヒト

				198		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		小野　正幸 オノマサユキ

				199		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		石川　俊樹 イシカワトシキ

				200		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱トヨコー		戸田　雅人 トダマサヒト

				201		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱トヨコー		戸田　啓二 トダケイジ

				202		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		山本　康嗣 ヤマモトヤスツグ

				203		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		坂本　毅 サカモトツヨシ

				204		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		大野　昭二 オオノショウニ

				205		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		三島　英義 ミシマヒデヨシ

				206		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		後藤　義彦 ゴトウヨシヒコ

				207		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱大東工作所 ダイトウコウサクショ		柴田　義一 シバタヨシカズ

				208		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱大東工作所 ダイトウコウサクショ		前野　貴信 マエノタカノブ

				209		平成19年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈲志村プレス工業所		塩谷　賢二 シオタニケンジ

				210		平成19年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱高田製作所 タカダセイサクショ		白浜　一朗 シラハマイチロウ

				211		平成19年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		永井　正己 ナガイマサミ

				212		平成19年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		岩田　和人 イワタカズヒト

				213		平成19年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		安田　訓憲 ヤスダクンノリ

				214		平成19年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱大東工作所 ダイトウコウサクショ		山本　崇 ヤマモトタカシ

				215		平成19年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱大東工作所 ダイトウコウサクショ		福本　一志 フクモトイチシ

				216		平成20年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（資）久保田工業所 シクボタコウギョウショ		久保田　将行 クボタマサユキ

				217		平成20年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		西川　元保 ニシカワゲンホ

				218		平成20年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		永井　正己 ナガイマサミ

				219		平成20年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		青木　浩尚 アオキヒロナオ

				220		平成20年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		水野　大介 ミズノダイスケ

				221		平成20年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		上假屋　文孝 カミカヤフミコウ

				222		平成20年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		柚木　秀明 ユズキヒデアキ

				223		平成20年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		佐藤　孝 サトウタカシ

				224		平成20年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		安藤　公治 アンドウコウチ

				225		平成20年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		西井　純 ニシイジュン

				226		平成20年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱大東工作所 ダイトウコウサクショ		水野　孝紀 ミズノタカノリ

				227		平成20年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱栃尾製作所 トチオセイサクショ		栃尾　喜法 トチオヨシホウ

				228		平成20年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱葵サービステクノ アオイ		水口　和也 ミズグチカズヤ

				229		平成20年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		嶋崎　正二 シマザキマサニ

				230		平成20年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈲瑞穂テック ミズホ		大塚　健弘 オオツカケンヒロ

				231		平成20年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		杉浦　允男 スギウラマコトオ

				232		平成20年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		那須　篤則 ナスアツノリ

				233		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		笹山　知成 ササヤマシナリ

				234		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		角本　和夫 カドモトカズオ

				235		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		土屋　栄作 ツチヤエイサク

				236		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		佐藤　稚彦 サトウチヒコ

				237		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		澤田　幸一 サワダユキイチ

				238		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		大鹿　みき オオシカ

				239		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		山下　智生 ヤマシタトモオ

				240		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱創円 ソウエン		服部　太志 ハットリフトシ

				241		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱大東工作所 ダイトウコウサクショ		西巻　祥平 ニシマキショウヘイ

				242		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱棚長 タナチョウ		本多　秀明 ホンダヒデアキ

				243		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱棚長 タナチョウ		杉浦　允男 スギウラマコトオ

				244		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		岩瀬　功典 イワセコウテン

				245		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		梅田　哲司 ウメダテツシ

				246		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		中桐　佳彦 ナカキリヨシヒコ

				247		平成21年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		鹿島　弘次 シカシマヒロツギ

				248		平成21年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		宮田　賢一 ミヤタケンイチ

				249		平成21年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱棚長 タナチョウ		柴田　昌人 シバタマサヒト

				250		平成21年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		城　栄史 ジョウエイシ

				251		平成21年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱葵サービステクノ アオイ		市来　隆志 イチライタカシ

				252		平成21年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱棚長 タナチョウ		榊原　健太郎 サカキバラケンタロウ

				253		平成21年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱遠松製作所 エンマツセイサクショ		中西　淑 ナカニシシュク

				254		平成22年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		上假屋　文孝 カミカヤフミコウ

				255		平成22年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		倉智　広志 クラトモヒロシシ

				256		平成22年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		福井　敏彦 フクイトシヒコ

				257		平成22年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		松林　昌彦 マツバヤシマサヒコ

				258		平成22年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱河村産業所 カワムラサンギョウショ		小出　素久 コイデモトヒサ

				259		平成22年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（資）久保田工業所 シクボタコウギョウショ		久保田　将行 クボタマサユキ

				260		平成22年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		西川　裕記 ニシカワユウキ

				261		平成23年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈲志村プレス工業所		大橋　達也 オオハシタツヤ

				262		平成23年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱高田製作所 タカダセイサクショ		藤ノ井　英造 フジイエイゾウ

				263		平成23年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱高田製作所 タカダセイサクショ		吉田　竜也 ヨシダタツヤ

				264		平成23年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		杉浦　允男 スギウラマコトオ

				265		平成23年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱タニテクニカル		西野　剛史 ニシノゴウシ

				266		平成23年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		福井　敏彦 フクイトシヒコ

				267		平成23年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		オークマスチールテクノ㈱		上林　竜司 ウエハヤシタツシ

				268		平成23年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		オークマスチールテクノ㈱		船戸　勉 フナトベン

				269		平成23年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		山下　智生 ヤマシタトモオ

				270		平成23年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱タニテクニカル		畠山　広勇 ハタヤマヒロイサム

				271		平成23年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		坂下　貴法 サカシタキノリ

				272		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		佐藤　孝 サトウタカシ

				273		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱タニテクニカル		小野田　隼人 オノダハヤト

				274		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		安藤　公治 アンドウコウチ

				275		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		山田　邦充 ヤマダクニミツ

				276		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		市野　哲士 イチノテツシ

				277		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		岩間　準一 イワマジュンイチ

				278		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		萩　洋 ハギヒロシ

				279		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		久高　将也 ヒサタカマサヤ

				280		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		富田　貴樹 トミタタカキ

				281		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		森本　喜巳彦 モリモトキミヒコ

				282		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		片渕　彰 カタフチアキラ

				283		平成24年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		波越　智 ナミコシチ

				284		平成24年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		保科  道人 ホシナミチヒト

				285		平成24年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナナガ		榊原　健太郎 サカキバラケンタロウ

				286		平成24年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱山宝 ヤマタカラ		松嶋　真 マツシママコト

				287		平成24年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱中日技研 チュウニチギケン		野村　幸弘 ノムラユキヒロ

				288		平成24年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		澤木  勇作 サワキユウサク

				289		平成24年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		小森  浩史 コモリヒロシシ

				290		平成24年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		吉崎　博 ヨシザキヒロシ

				291		平成24年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱TANI・テクニカル		秋丸　啓介 アキマルケイスケ

				292		平成24年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱TANI・テクニカル		上田  勝久 ウエダカツヒサ

				293		平成24年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		浅野  尚紀 アサノナオオサム

				294		平成24年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナナガ		村松  択弥 ムラマツタクワタル

				295		平成24年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱橋本製作所 ハシモトセイサクジョ		山田　純 ヤマダジュン

				296		平成24年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		佐藤  雅彦 サトウマサヒコ

				297		平成24年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		後藤  義彦 ゴトウヨシヒコ

				298		平成24年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		澤田  幸一 サワダコウイチ

				299		平成24年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナナガ		杉浦　充男 スギウラミツルオトコ

				300		平成24年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱高田製作所 タカダセイサクジョ		藤ノ井　英造 フジセイエイゾウ

				301		平成24年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		山田  健雄 ヤマダタケオ

				302		平成24年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナナガ		竹本　英幸 タケモトヒデユキ

				303		平成24年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		渡邊  幸人 ワタナベユキヒト

				304		平成25年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		岩切　学 イワキリマナブ

				305		平成25年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		岩田　和人 イワタカズト

				306		平成25年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		森　武彦 モリタケヒコ

				307		平成25年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）イシカワ カブ		吉川　卓宏 ヨシカワタクヒロシ

				308		平成25年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）イシカワ カブ		浜本　雅美 ハマモトマサミ

				309		平成25年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）タニテクニカル カブ		勝原　文彦 カツハラフミヒコ

				310		平成25年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		オークマ（株） カブ		冨田　誠 トミタマコト

				311		平成25年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		オークマ（株） カブ		杉江　俊幸 スギエトシユキ

				312		平成25年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		オークマ（株） カブ		土田　智文 ツチダトモフミ

				313		平成25年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）大東工作所 カブダイトウコウサクショ		西巻　祥平 ニシマキショウヘイ

				314		平成25年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）大東工作所 カブダイトウコウサクショ		森本　圭一 モリモトケイイチ

				315		平成25年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナナガ		柴田　昌人 シバタマサト

				316		平成25年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナナガ		渡辺　慧 ワタナベケイ

				317		平成25年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）中藤電機産業 カブナカフジデンキサンギョウ		山崎　泰規 ヤマザキヤスノリ

				318		平成25年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		金澤　真輝 カナザワマテル

				319		平成26年		工場板金　　　特級 コウジョウバンキントクキュウ		（株）興和工業所 カブコウワコウギョウショ		青山　友之 アオヤマトモユキ

				320		平成26年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）興和工業所 カブコウワコウギョウショ		吉岡　治 ヨシオカオサム

				321		平成26年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		稲沢工業（株） イナザワコウギョウカブ		田嶋　一雄 タジマカズオ

				322		平成26年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）セイコー カブ		巣山　亜由美 スヤマアユミ

				323		平成26年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）タニテクニカル カブ		石田　隆一 イシダリュウイチ

				324		平成26年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		オークマスチールテクノ㈱		栗山　純一 クリヤマジュンイチ

				325		平成26年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アライ カブ		西谷　公一 ニシタニコウイチ

				326		平成26年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）大東工作所 カブダイトウコウサクショ		古川　智章 フルカワトモアキ

				327		平成26年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）大東工作所 カブダイトウコウサクショ		前野　貴信 マエノタカノブ

				328		平成26年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		神田　賢 カンダケン

				329		平成26年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		沖島　雄介 オキシマユウスケ

				330		平成26年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		オークマスチールテクノ（株） カブ		土田　智文 ツチダトモフミ

				331		平成26年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		アルパ工業（株） コウギョウカブ		遠藤　友紀雄 エンドウユキオ

				332		平成26年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（有）瑞穂テック ユウミズホ		澤田　龍治 サワダリュウジ

				333		平成27年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）葵サービステクノ カブアオイ		水口　和也 ミズグチカズヤ

				334		平成27年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		本田　吉孝 ホンダヨシタカ

				335		平成27年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		河村　光信 カワムラミツノブ

				336		平成27年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アライ カブ		浅野　尚紀 アサノナオキ

				337		平成27年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		カネトヨ（株） カブ		伊藤　祐一 イトウユウイチ

				338		平成27年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）葵サービステクノ カブアオイ		鈴木　健史 スズキケンジ

				339		平成27年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）葵サービステクノ カブアオイ		山崎　真 ヤマザキマコト

				340		平成27年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		金澤　真輝 カナザワマテル

				341		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（有）瑞穂テック ユウミズホ		大塚　健弘 オオツカタケヒロ

				342		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）河村産業所 カブカワムラサンギョウショ		小出　素久 コイデモトヒサ

				343		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		佐藤　治也 サトウハルヤ

				344		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		辻　義貴 ツジヨシタカ

				345		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）セイコー カブ		巣山　亜由美 スヤマアユミ

				346		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		カネトヨ（株） カブ		加登　和行 カノボルカズユキ

				347		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）アライ カブ		馬場　隆明 ババタカアキ

				348		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		鷲尾　陽平 ワシオヨウヘイ

				349		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		オークマスチールテクノ（株） カブ		岩田　貢 イワタミツグ

				350		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		オークマスチールテクノ（株） カブ		栗山　純一 クリヤマジュンイチ

				351		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		オークマスチールテクノ（株） カブ		杉江　俊幸 スギエトシユキ

				352		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		オークマスチールテクノ（株） カブ		小野島　健太 オノジマケンタ

				353		平成28年 ヘイセイネン		工場板金　　　特級 コウジョウバンキントクキュウ		（株）大東工作所 カブダイトウコウサクショ		水野　孝紀 ミズノタカノリ

				354		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長（株） タナチョウカブ		村松　拓弥 ムラマツタクヤ

				355		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）髙田製作所 カブタカダセイ		近藤　貴嗣 コンドウタカツグ

				356		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）セイコー カブ		巣山　博文 スヤマヒロフミ

				357		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）セイコー カブ		村下　清幸 ムラシタキヨユキ

				358		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		辻　義貴 ツジヨシタカ

				359		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		沖島　雄介 オキシマユウスケ

				360		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		神田　賢 カンダケン

				361		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		オークマスチールテクノ（株） カブ		青山　勉 アオヤマツトム

				362		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		国吉　翔太 クニヨシショウタ

				363		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（有）瑞穂テック ユウミズホ		外山　翔悟 トヤマショウゴ

				364		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（有）瑞穂テック ユウミズホ		浅井　隆弘 アサイタカヒロ

				365		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アライ カブ		小澤　吉徳 オザワヨシトク

				366		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アライ カブ		岩田　光生 イワタミツオ

				367		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）興和工業所 カブコウワコウギョウショ		渡部　哲也 ワタベテツヤ

				368		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		金澤　真輝 カナザワマテル

				369		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		末澤　廣志 スエザワヒロシシ

				370		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		豊田　勇二 トヨタユウジ

				371		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（有）瑞穂テック ユウミズホ		澤田　龍治 サワダリュウジ

				372		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		棚長（株） タナチョウカブ		石川　健志 イシカワタケシシ

				373		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		カネトヨ（株） カブ		桑田　政治 クワタマサオサ

				374		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		アルパ工業（株） コウギョウカブ		石倉　健 イシクラタケシ

				375		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		アルパ工業（株） コウギョウカブ		加藤　和行 カトウカズユキ

				376		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		稲沢工業（株） イナザワコウギョウカブ		佐治　裕太 サジユウタ

				377		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）アライ カブ		前田　涼 マエダリョウ

				378		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）アライ カブ		伊藤　勝 イトウマサル







講演会・セミナー

開催年度 テーマ他 講師（敬称略）

『不可能を可能にする男』が語る開発哲学 岡野　雅行

外国人研修制度とは 志村　正廣・武藤　将史

トヨタ生産方式と改善の進め方 増田　澄勇

腰を動かして健康になろう！！ エリカ

ジョブカード制度による新しい助成金の活用 （株）北見式賃金研究所

ゴルフって楽しい 塩谷　育代

平成２２年度 経営者として知っておきたい労務管理のカンドコロ 牧野　正雄

平成２３年度 ＢＣＰ　事業継続計画 梅川　智・渋谷公充

平成２４年度 リスク管理 千野　俊猛

会社を守るために 松室　憲治

伝えること 高井　一

社長が尊敬される社員の心のつかみ方 松室　憲治

リニア中央新幹線開業を見据えた愛知県の取組 河野　修平

２割の人材を引き寄せる社長の魅力９つの条件 松室　憲治

ワインと共にちょっと素敵なお話を 稲葉　寿美

事業承継対策のポイント 西原　義浩

少子高齢化時代の人材確保のあり方 パネルディスカッション

平成２６年度

平成２７年度

平成２８年度

平成１９年度

平成２０年度

平成２１年度

平成２５年度


会長・役員

		

																		（敬称略） ケイショウリャク

						初代 ショダイ		４年間 ネンカン		１９８７（昭和６２） ショウワ		～		１９９０（平成２）年度 ヘイセイネンド		（株）ハラタ カブ		原田　吉助 ハラタキチスケ

						２代 ダイ		５年間 ネンカン		１９９１（平成３） ヘイセイ		～		１９９５（平成７）年度 ヘイセイネンド		（株）日洋工業 カブニチヨウコウギョウ		名知　義 ナチギ

						３代 ダイ		２年間 ネンカン		１９９６（平成８） ヘイセイ		～		１９９７（平成９）年度 ヘイセイネンド		鬼頭工業（株） キトウコウギョウカブ		鬼頭　七郎 キトウシチロウ

						４代 ダイ		１年間 ネンカン		１９９８（平成１０）年度 ヘイセイネンド						（株）丹羽シートメタル カブニワ		丹羽　一男 ニワカズオ

						５代 ダイ		４年間 ネンカン		１９９９（平成１１） ヘイセイ		～		２００２（平成１４）年度 ヘイセイネンド		（株）大東工作所 カブダイトウコウサクショ		岡本　喜義 オカモトキギ

						６代 ダイ		６年間 ネンカン		２００３（平成１５） ヘイセイ		～		２００８（平成２０）年度 ヘイセイネンド		（有）愛晃製作所 ユウアイコウセイ		鈴木　善一 スズキゼンイチ

						７代 ダイ		４年間 ネンカン		２００９（平成２１） ヘイセイ		～		２０１２（平成２４）年度 ヘイセイネンド		（株）三神鈑金工業所 カブミカミバンコウギョウショ		三神　毅 ミカミツヨシ

						８代 ダイ		４年間 ネンカン		２０１３（平成２５） ヘイセイ		～		２０１６（平成２８）年度 ヘイセイネンド		（株）鈴木工業 カブスズキコウギョウ		鈴木　信夫 スズキノブオ

																						会長 カイチョウ		原田　吉助 ハラダキチスケ		（株）ハラタ カブ

																						副会長 フクカイチョウ		名知　義 ナチギ		（株）日洋工業 カブニチヨウコウギョウ

																						副会長 フクカイチョウ		久保田　浩平 クボタヒロシヘイ		（資）久保田工業所 シクボタコウギョウショ

																						副会長 フクカイチョウ		宮田　政一 ミヤタマサイチ		宮田鈑金（株） ミヤタバンカブ

																						副会長 フクカイチョウ		鬼頭　七郎 キトウシチロウ		鬼頭工業（株） キトウコウギョウカブ

																						副会長 フクカイチョウ		岡田　銨男 オカダアンオトコ		（株）山岡金属工業 カブヤマオカキンゾクコウギョウ

																						会計 カイケイ		田中　恒三 タナカコウゾウ		（有）田中金属品製作所 ユウタナカキンゾクヒンセイ

																						幹事 カンジ		三神　毅 ミカミツヨシ		（株）三神鈑金工業所 カブミカミバンコウギョウショ

																						幹事 カンジ		大河内　充博 オオコウチミツヒロシ		福助工業（株） フクスケコウギョウカブ

																						幹事 カンジ		鈴木　宏司 スズキヒロシツカサ		（有）鈴重鉄工所 ユウスズシゲテッコウショ

																						幹事 カンジ		髙田　幸孝 タカダユキタカ		（有）髙田製作所 ユウタカダセイ

																						幹事 カンジ		岡本　喜義 オカモトキギ		（株）大東工作所 カブダイトウコウサクショ

																						幹事 カンジ		加藤　昭平 カトウショウヘイ		深田電機工業（株） フカダデンキコウギョウカブ

																						幹事 カンジ		渡辺　久男 ワタナベヒサオ		（株）渡辺製作所 カブワタナベセイ

																						幹事 カンジ		丹羽　一男 ニワカズオ		（株）丹羽シートメタル カブニワ

																						幹事 カンジ		河村　明生 カワムラアキオ		（株）河村産業所 カブカワムラサンギョウショ

																						監事 カンジ		長谷川　宏之 ハセガワヒロシユキ		中京金属（株） チュウキョウキンゾクカブ

																						監事 カンジ		棚橋　敏光 タナハシトシヒカリ		（有）棚橋製作所 ユウタナハシセイ





技能検定

		

						62		63		元 ガン		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28								62年 ネン		63年 ネン		元年 ガンネン		２年 ネン		３年 ネン		４年 ネン		５年 ネン		６年 ネン		７年 ネン		８年 ネン		９年 ネン		１０年 ネン		１１年 ネン		１２年 ネン		１３年 ネン

				工場板金　特級 コウジョウバンキントクキュウ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		3				工場板金  特級 コウジョウバンキントクキュウ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				機械板金　1級 キカイバンキンキュウ		1		3		1		0		0		0		1		0		0		3		0		1		1		1		1		0		0		1		1		2		3		2		4		1		6		5		3		3		4		8		56				機械板金  1級 キカイバンキンキュウ		1		3		1		0		0		0		1		0		0		3		0		1		1		1		1

				機械板金　2級 キカイバンキンキュウ		7		5		4		9		4		9		9		5		7		2		1		4		6		2		5		5		4		1		4		4		4		5		3		1		5		8		6		3		4		5		141				機械板金  2級 キカイバンキンキュウ		7		5		4		9		4		9		9		5		7		2		1		4		6		2		5

				ＮＣＴ板金1級 バンキンキュウ		2		0		1		0		3		0		0		1		3		0		1		1		0		0		1		1		1		3		1		12		8		4		3		4		9		6		3		4		5		5		82				ＮＣＴ板金 1級 バンキンキュウ		2		0		1		0		3		0		0		1		3		0		1		1		0		0		1

				ＮＣＴ板金２級 バンキンキュウ		4		2		4		11		2		1		1		2		1		3		0		4		1		3		4		0		1		4		1		2		3		6		11		1		2		2		3		3		7		7		96				ＮＣＴ板金 ２級 バンキンキュウ		4		2		4		11		2		1		1		2		1		3		0		4		1		3		4

						14		10		10		20		9		10		11		8		11		8		2		10		8		6		11		6		6		10		7		20		18		17		21		7		22		21		15		14		20		26		378				合計 ゴウケイ		14		10		10		20		9		10		11		8		11		8		2		10		8		6		11

																																																																								14年 ネン		15年 ネン		16年 ネン		17年 ネン		18年 ネン		19年 ネン		20年 ネン		21年 ネン		22年 ネン		23年 ネン		24年 ネン		25年 ネン		26年 ネン		27年 ネン		28年 ネン		合計 ゴウケイ

																																																																						工場板金  特級 コウジョウバンキントクキュウ		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		3

																																																																						機械板金  1級 キカイバンキンキュウ		0		0		1		1		2		3		2		4		1		6		5		3		3		4		8		56

																																																																						機械板金  2級 キカイバンキンキュウ		5		4		1		4		4		4		5		3		1		5		8		6		3		4		5		141

																																																																						ＮＣＴ板金 1級 バンキンキュウ		1		1		3		1		12		8		4		3		4		9		6		3		4		5		5		82

																																																																						ＮＣＴ板金 ２級 バンキンキュウ		0		1		4		1		2		3		6		11		1		2		2		3		3		7		7		96

																																																																						合計 ゴウケイ		6		6		10		7		20		18		17		21		7		22		21		15		14		20		26		378

																																																																						工場板金  特級 コウジョウバンキントクキュウ		3

																																																																						機械板金  1級 キカイバンキンキュウ		56

																																																																						機械板金  2級 キカイバンキンキュウ		141

																																																																						ＮＣＴ板金 1級 バンキンキュウ		82

																																																																						ＮＣＴ板金 ２級 バンキンキュウ		96

																																																																						合計 ゴウケイ		378

						合計 ゴウケイ

				工場板金　特級 コウジョウバンキントクキュウ		3

				機械板金　1級 キカイバンキンキュウ		56

				ＮＣＴ板金 1級 バンキンキュウ		82

				ＮＣＴ板金 ２級 バンキンキュウ		96

				機械板金　2級 キカイバンキンキュウ		141

				合計 ゴウケイ		378





技能検定

		





バックデータ

		





講演会

		





		

				番号 バンゴウ		年 ネン		検定名 ケンテイメイ		会社名 カイシャメイ		氏名 シメイ						62		63		元 ガン		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28

				1		昭和６２年 ショウワネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）丹羽シートメタル カブニワ		角　繁義 スミシゲヨシ				工場板金　　　特級 コウジョウバンキントクキュウ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		3

				2		昭和６２年 ショウワネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		エヌ．エス．デー（株） カブ		柴田　勝功 シバタカツイサオ				機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		1		3		1		0		0		0		1		0		0		3		0		1		1		1		1		0		0		1		1		2		3		2		4		1		6		5		3		3		4		8		56

				3		昭和６２年 ショウワネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）日洋工業 カブニチヨウコウギョウ		堀　徳浩 ホリノリヒロ				機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		7		5		4		9		4		9		9		5		7		2		1		4		6		2		5		5		4		1		4		4		4		5		3		1		5		8		6		3		4		5		141

				4		昭和６２年 ショウワネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		福助工業（株） フクスケコウギョウカブ		原　隆行 ハラタカユキ				数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		2		0		1		0		3		0		0		1		3		0		1		1		0		0		1		1		1		3		1		12		8		4		3		4		9		6		3		4		5		5		82

				5		昭和６２年 ショウワネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）河村産業所 カブカワムラサンギョウショ		稲垣　喜昭 イナガキヨシアキ				数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		4		2		4		11		2		1		1		2		1		3		0		4		1		3		4		0		1		4		1		2		3		6		11		1		2		2		3		3		7		7		96

				6		昭和６２年 ショウワネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		稲沢工業（株） イナザワコウギョウカブ		越智　清雄 オチキヨユウ						14		10		10		20		9		10		11		8		11		8		2		10		8		6		11		6		6		10		7		20		18		17		21		7		22		21		15		14		20		26		378

				7		昭和６２年 ショウワネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		東洋機械（株） トウヨウキカイカブ		中根　年生 ナカネトシオ

				8		昭和６２年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		東洋機械（株） トウヨウキカイカブ		中谷　啓吾 ナカタニケイゴ

				9		昭和６２年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		東洋機械（株） トウヨウキカイカブ		加藤　浩司 カトウコウジ

				10		昭和６２年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		中京金属（株） チュウキョウキンゾクカブ		大森　三由 オオモリサンヨシ

				11		昭和６２年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		中京金属（株） チュウキョウキンゾクカブ		安藤　栄二 アンドウエイジ

				12		昭和６２年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		中京金属（株） チュウキョウキンゾクカブ		平松　貞雄 ヒラマツサダオ

				13		昭和６２年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		中京金属（株） チュウキョウキンゾクカブ		副島　義雄 ソエジマヨシオ

				14		昭和６２年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）大東工作所 カブダイトウコウサクショ		中根　博志 ナカネヒロシ

				15		昭和６３年 ショウワネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		戸田溶接工業（株） トダヨウセツコウギョウカブ		戸田　登志勝 トダトシカツ

				16		昭和６３年 ショウワネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）興和工業所 カブコウワコウギョウショ		青山　友之 アオヤマトモユキ

				17		昭和６３年 ショウワネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）丹羽シートメタル カブニワ		角　繁義 スミシゲヨシ

				18		昭和６３年 ショウワネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（有）髙田製作所 ユウタカダセイ		出渕　徳夫 デブチトクオ

				19		昭和６３年 ショウワネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）日洋工業 カブニチヨウコウギョウ		西山　秀雄 ニシヤマヒデオ

				20		昭和６３年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）ハラタ カブ		有富　晴敏 アリトミハルトシ

				21		昭和６３年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）日洋工業 カブニチヨウコウギョウ		加藤　直彦 カトウナオヒコ

				22		昭和６３年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）日洋工業 カブニチヨウコウギョウ		柵木　章作 タナキショウサク

				23		昭和６３年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		中京金属（株） チュウキョウキンゾクカブ		工藤　宏美 クドウヒロミ

				24		昭和６３年 ショウワネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）渡辺製作所 カブワタナベセイ		富田　直樹 トミタナオキ

				25		平成元年 ヘイセイガンネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（有）髙田製作所 ユウタカダセイ		出渕　徳夫 デブチトクオ

				26		平成元年 ヘイセイガンネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）興和工業所 カブコウワコウギョウショ		各務　健二 カカミケンジ

				27		平成元年 ヘイセイガンネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）興和工業所 カブコウワコウギョウショ		後藤　豊昭 ゴトウトヨアキ

				28		平成元年 ヘイセイガンネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		深田電機工業（株） フカダデンキコウギョウカブ		百瀬　道春 モモセミチハル

				29		平成元年 ヘイセイガンネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		深田電機工業（株） フカダデンキコウギョウカブ		加藤　修 カトウオサム

				30		平成元年 ヘイセイガンネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（有）髙田製作所 ユウタカダセイ		山内　茂 ヤマウチシゲル

				31		平成元年 ヘイセイガンネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）日洋工業 カブニチヨウコウギョウ		木村　崇 キムラタカシ

				32		平成元年 ヘイセイガンネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）相沢鉄工 カブアイザワテッコウ		相沢　隆清 アイザワタカシキヨ

				33		平成元年 ヘイセイガンネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）興和工業所 カブコウワコウギョウショ		倉智　広志 クラチヒロシ

				34		平成元年 ヘイセイガンネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）興和工業所 カブコウワコウギョウショ		水上　健二 ミズカミケンジ

				35		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		石川　俊樹 イシカワシュンジュ

				36		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		角谷　忠司 カクタニチュウジ

				37		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		稲沢工業㈱ イナザワコウギョウ		小野寺　信光 オノデラノブミツ

				38		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		東洋電機㈱ トウヨウデンキ		大谷　博之 オオタニヒロユキ

				39		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		東洋電機㈱ トウヨウデンキ		橋本　圭司 ハシモトケイジ

				40		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		深田電機工業㈱ フカダデンキコウギョウ		加藤　之朗 カトウコレロウ

				41		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		各務　健二 カクムケンジ

				42		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱トヨコー		奥野　義博 オクノヨシヒロ

				43		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱長崎工業 ナガサキコウギョウ		田嶋　紀明 タジマノリアキ

				44		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱橋本製作所 ハシモトセイサ		近藤　実 コンドウミノル

				45		平成2年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱竜製作所 リュウセイサ		大蜘蛛　修 ダイクモオサム

				46		平成2年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		鹿島　弘次 カシマコウジ

				47		平成2年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		日比野　政己 ヒビノマサミ

				48		平成2年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		波越　智 ナミコシチ

				49		平成2年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱セイコー		樋口　忠彦 ヒグチタダヒコ

				50		平成2年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱長崎工業 ナガサキコウギョウ		祢宣田　辰夫 ネヨロシタタツオ

				51		平成2年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱竜製作所 リュウセイサ		倉田　幸彦 クラタユキヒコ

				52		平成2年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱竜製作所 リュウセイサ		中村　信行 ナカムラノブユキ

				53		平成2年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		アイラ工業㈱ コウギョウ		池田　健 イケダケン

				54		平成2年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		東洋電機㈱ トウヨウデンキ		大橋　一弘 オオハシカズヒロ

				55		平成3年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱相澤鉄工 アイザワテッコウ		小島　新吉 コジマシンキチ

				56		平成3年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱トヨコー		戸田　登志勝 トダトシカツ

				57		平成3年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱髙田製作所 タカダセイサ		朝川　良治 アサカワヨシハル

				58		平成3年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		青木　繁樹 アオキシゲキ

				59		平成3年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱竜製作所 リュウセイサ		稲熊　保彦 イナクマヤスヒコ

				60		平成3年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		床並　孝博 トコナミタカヒロ

				61		平成3年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		脇　政美 ワキマサミ

				62		平成3年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱長崎工業 ナガサキコウギョウ		沖田　昌宏 オキタマサヒロ

				63		平成3年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱竜製作所 リュウセイサ		熊澤　一男 クマザワカズオ

				64		平成4年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		東洋電機㈱ トウヨウデンキ		佐々木　敏之 ササキトシユキ

				65		平成4年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈲東南製作所 トウナンセイサ		野々村　茂 ノノムラシゲル

				66		平成4年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		佐藤　大助 サトウダイスケ

				67		平成4年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		アイラ工業㈱ コウギョウ		稲垣　代二 イナガキダイニ

				68		平成4年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		アイラ工業㈱ コウギョウ		渋谷　準 シブヤジュン

				69		平成4年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		東洋電機㈱ トウヨウデンキ		岩切　俊光 イワキリトシミツ

				70		平成4年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱竜製作所 リュウセイサ		蟹江　武史 カニエタケシ

				71		平成4年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱竜製作所 リュウセイサ		水野　昇 ミズノノボル

				72		平成4年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		馬場　弘明 ババヒロアキ

				73		平成4年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱ハラタ		木原　丈広 キハラジョウヒロ

				74		平成5年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		小泉　国男 コイズミクニオ

				75		平成5年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱相澤鉄工 アイザワテッコウ		小島　新吉 コジマシンキチ

				76		平成5年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		盛田　由己 モリタヨシミ

				77		平成5年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		田中　広一 タナカコウイチ

				78		平成5年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱相澤鉄工 アイザワテッコウ		相沢　隆清 アイザワタカキヨ

				79		平成5年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		松村　政由 マツムラマサヨシ

				80		平成5年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱竜製作所 リュウセイサ		阿知波　克幸 アチワカツユキ

				81		平成5年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		吉岡　治 ヨシオカオサム

				82		平成5年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		野村　忍 ノムラシノブ

				83		平成5年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱名古屋ｱﾙﾐｾﾝﾀｰ ナゴヤ		飯田　住久 イイダスミヒサ

				84		平成5年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈲東南製作所 トウナンセイサ		菅原　秀幸 スガワラヒデユキ

				85		平成6年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		青山　友之 アオヤマトモユキ

				86		平成6年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		宮田　賢一 ミヤタケンイチ

				87		平成6年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		牧野　広行 マキノヒロユキ

				88		平成6年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱ハラタ		青山　和義 アオヤマカズヨシ

				89		平成6年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		アイラ工業㈱ コウギョウ		岩井　鉦二 イワイカネニ

				90		平成6年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱相澤鉄工 アイザワテッコウ		渡辺　晃久 ワタナベアキヒサ

				91		平成6年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		前田　峰孝 マエダミネタカシ

				92		平成6年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱髙田製作所 タカダセイサ		加藤　則雄 カトウノリオ

				93		平成7年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		アイラ工業㈱ コウギョウ		稲垣　代二 イナガキダイニ

				94		平成7年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		城　栄史 シロエイシ

				95		平成7年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		堀　徳浩 ホリトクヒロ

				96		平成7年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱長崎工業 ナガサキコウギョウ		松崎　英之 マツザキヒデユキ

				97		平成7年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		水上　健二 ミズカミケンジ

				98		平成7年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		平野　誠 ヒラノマコト

				99		平成7年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱長崎工業 ナガサキコウギョウ		永野　寿 ナガノコトブキ

				100		平成7年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		昭和工業㈱ ショウワコウギョウ		長岡　一徳 ナガオカカズノリ

				101		平成7年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		浅尾　正人 アサオマサト

				102		平成7年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱橋本製作所 ハシモトセイサ		酒井　秀二 サカイヒデジ

				103		平成7年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		原　浩児 ハラコウジ

				104		平成8年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		須田　典幸 スダノリユキ

				105		平成8年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギ		笹山　和成 ササヤマカズナリ

				106		平成8年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱名古屋ｱﾙﾐｾﾝﾀｰ ナゴヤ		浜田　総一 ハマダソウイチ

				107		平成8年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱丹羽ｼｰﾄﾒﾀﾙ ニワ		丹羽　一男 ニワカズオ

				108		平成8年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱ハラタ		有富　靖俊 アトミヤストシ

				109		平成8年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		板垣　秀治 イタガキヒデジ

				110		平成8年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		片山　貴稔 カタヤマキミノル

				111		平成8年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱名古屋ｱﾙﾐｾﾝﾀｰ ナゴヤ		渡辺　正宏 ワタナベマサヒロ

				112		平成9年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱丹羽ｼｰﾄﾒﾀﾙ ニワ		丹羽　一男 ニワカズオ

				113		平成9年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		昭和工業㈱ ショウワコウギョウ		渡辺　真己 ワタナベシンオノレ

				114		平成10年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		青木　繁樹 アオキシゲキ

				115		平成10年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		竹内　直彦 タケウチナオヒコ

				116		平成10年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱大東工作所 ダイトウコウサクショ		矢野　智弘 ヤノトモヒロ

				117		平成10年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱セイコー		梶田　邦孝 カジタクニタカ

				118		平成10年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱小池製作所 コイケセイサ		長谷川　智之 ハセガワトモユキ

				119		平成10年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱髙田製作所 タカダセイサ		平井　紀康 ヒライノリヤス

				120		平成10年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		高木　大輔 タカキダイスケ

				121		平成10年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱相澤鉄工 アイザワテッコウ		岩瀬　直紀 イワセナオキ

				122		平成10年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		小谷　慎司 コタニシンジ

				123		平成10年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱ハラタ		古屋　悟 フルヤサトル

				124		平成11年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		藤田　衛 フジタマモル

				125		平成11年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱髙田製作所 タカダセイサ		東條　和紀 トウジョウカズノリ

				126		平成11年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		アイラ工業㈱ コウギョウ		成田　力 ナリタチカラ

				127		平成11年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		西ノ原　秀和 ニシハラヒデカズ

				128		平成11年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		打保　辰也 ウホタツヤ

				129		平成11年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱髙田製作所 タカダセイサ		中島　寛 ナカジマヒロシ

				130		平成11年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		大嶋　善範 オオシマゼンハン

				131		平成11年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱鈴重 スズジュウ		高橋　和秀 タカハシカズヒデ

				132		平成12年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱葵サービステクノ アオイ		早川　淑浩 ハヤカワシュクヒロ												数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ

				133		平成12年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱大東工作所 ダイトウコウサクショ		森本　圭一 モリモトケイイチ												数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ

				134		平成12年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		アイラ工業㈱ コウギョウ		水谷　智明 ミズタニトモアキ												機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ

				135		平成12年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱東愛知アマダ ヒガシアイチ		岩崎　英一 イワサキエイイチ												機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ

				136		平成12年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱高田製作所 タカダセイサクショ		藤ノ井　英造 フジイエイゾウ												工場板金　　　特級 コウジョウバンキントクキュウ

				137		平成12年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱葵サービステクノ アオイ		菊崎　正光 キクサキマサミツ

				138		平成13年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱セイコー		梶田　邦孝 カジタクニタカ

				139		平成13年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		小野　正幸 オノマサユキ

				140		平成13年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		渡部　哲也 ワタベテツヤ

				141		平成13年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱セイコー		野間　亜由美 ノマアユミ

				142		平成13年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		東洋電機㈱ トウヨウデンキ		田中　誠 タナカマコト

				143		平成13年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		東洋電機㈱ トウヨウデンキ		大橋　一弘 オオハシイチヒロ

				144		平成13年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱相澤鉄工 アイザワテッコウ		西浦　幸生 ニシウラユキオ

				145		平成13年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		アイラ工業㈱ コウギョウ		小林　豊史 コバヤシユタカシ

				146		平成13年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		柴田　昌人 シバタマサヒト

				147		平成13年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		鈴木　康夫 スズキヤスオ

				148		平成13年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		出口　善樹 デグチヨシキ

				149		平成14年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱葵サービステクノ アオイ		早川　淑浩 ハヤカワシュクヒロ

				150		平成14年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱大東工作所 ダイトウコウサクショ		水野　孝紀 ミズノタカノリ

				151		平成14年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		川浪　弘靖 カワナミヒロヤス

				152		平成14年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		岩切　学 イワキリマナ

				153		平成14年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱稲沢工業 イナザワコウギョウ		田島　一雄 タジマイチユウ

				154		平成14年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		アイラ工業㈱ コウギョウ		西垣　憲 ニシガキノリ

				155		平成15年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		アイラ工業㈱ コウギョウ		橋本　正吾 ハシモトマサゴ

				156		平成15年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈲志村プレス工業所		塩谷　賢二 シオタニケンジ

				157		平成15年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈲愛晃製作所 アイコウセイサクショ		糸永　浩章 イトナガヒロアキ

				158		平成15年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈲志村プレス工業所		鈴木　卓男 スズキタクオ

				159		平成15年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		田ノ上　雅仁 タウエマサニン

				160		平成15年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱セイコー		村下　高幸 ムラシタタカユキ

				161		平成16年		工場板金　　　特級 コウジョウバンキントクキュウ		㈱相澤鉄工 アイザワテッコウ		小島　新吉 コジマシンキチ

				162		平成16年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		各務　健二 カガミケンジ

				163		平成16年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱オークマスチールテクノ		高杉　亘 タカスギワタル

				164		平成16年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		竜　豊久 リュウユタカヒサ

				165		平成16年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱葵サービステクノ アオイ		成田　力 ナリタリキ

				166		平成16年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱葵サービステクノ アオイ		市来　隆志 イチライタカシ

				167		平成16年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱オークマスチールテクノ		板羽　健 イタハケン

				168		平成16年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱オークマスチールテクノ		有本　誠也 アリモトセイヤ

				169		平成16年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱ハラタ		古屋　悟 フルヤサトル

				170		平成16年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		中京金属㈱ チュウキョウキンゾク		児玉　友也 コダマトモヤ

				171		平成17年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		岩田　匡弘 イワタマサシヒロ

				172		平成17年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱大東工作所 ダイトウコウサクショ		古川　智章 フルカワトモアキ

				173		平成17年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		竜　豊久 リュウユタカヒサ

				174		平成17年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱オークマスチールテクノ		眞野　彰博 マノショウヒロ

				175		平成17年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		東円鈑工所 ヒガシエンバンコウショ		小島　克仁 コジマカツヒト

				176		平成17年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		加藤　匡洋 カトウヨウ

				177		平成17年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		山口　智将 ヤマグチトモショウ

				178		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		オークマスチールテクノ㈱		川上　修 カワカミシュウ

				179		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱セイコー		村下　高幸 ムラシタタカユキ

				180		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈲志村プレス工業所		塩谷　賢二 シオタニケンジ

				181		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		今泉　公人 イマイズミキミヒト

				182		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		伊藤　淳 イトウアツシ

				183		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		林　貴全 ハヤシタカゼン

				184		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		松尾　誠 マツオマコト

				185		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		金子　巌 カネコイワオ

				186		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		小浦　和道 コウラカズミチ

				187		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		本田　吉孝 ホンダヨシタカ

				188		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		岩崎　英一 イワサキエイイチ

				189		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		瀬戸　孝夫 セトタカオ

				190		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱葵サービステクノ アオイ		佐藤　雅史 サトウマサシ

				191		平成18年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		古郡　崇 フルグンスウ

				192		平成18年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		加藤　匡洋 カトウヨウ

				193		平成18年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱東円鈑工所 アズマエンバンコウショ		小島　克仁 コジマカツヒト

				194		平成18年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		木村　浩二 キムラヒロシニ

				195		平成18年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱小池製作所 コイケセイサクショ		柴田　直輝 シバタナオテル

				196		平成18年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		土屋　昭浩 ツチヤアキヒロ

				197		平成18年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		保科　道人 ホシナミチヒト

				198		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		小野　正幸 オノマサユキ

				199		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		石川　俊樹 イシカワトシキ

				200		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱トヨコー		戸田　雅人 トダマサヒト

				201		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱トヨコー		戸田　啓二 トダケイジ

				202		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		山本　康嗣 ヤマモトヤスツグ

				203		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		坂本　毅 サカモトツヨシ

				204		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		大野　昭二 オオノショウニ

				205		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		三島　英義 ミシマヒデヨシ

				206		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		後藤　義彦 ゴトウヨシヒコ

				207		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱大東工作所 ダイトウコウサクショ		柴田　義一 シバタヨシカズ

				208		平成19年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱大東工作所 ダイトウコウサクショ		前野　貴信 マエノタカノブ

				209		平成19年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈲志村プレス工業所		塩谷　賢二 シオタニケンジ

				210		平成19年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱高田製作所 タカダセイサクショ		白浜　一朗 シラハマイチロウ

				211		平成19年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		永井　正己 ナガイマサミ

				212		平成19年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		岩田　和人 イワタカズヒト

				213		平成19年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		安田　訓憲 ヤスダクンノリ

				214		平成19年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱大東工作所 ダイトウコウサクショ		山本　崇 ヤマモトタカシ

				215		平成19年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱大東工作所 ダイトウコウサクショ		福本　一志 フクモトイチシ

				216		平成20年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（資）久保田工業所 シクボタコウギョウショ		久保田　将行 クボタマサユキ

				217		平成20年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		西川　元保 ニシカワゲンホ

				218		平成20年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		永井　正己 ナガイマサミ

				219		平成20年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		青木　浩尚 アオキヒロナオ

				220		平成20年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		水野　大介 ミズノダイスケ

				221		平成20年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		上假屋　文孝 カミカヤフミコウ

				222		平成20年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		柚木　秀明 ユズキヒデアキ

				223		平成20年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		佐藤　孝 サトウタカシ

				224		平成20年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		安藤　公治 アンドウコウチ

				225		平成20年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		西井　純 ニシイジュン

				226		平成20年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱大東工作所 ダイトウコウサクショ		水野　孝紀 ミズノタカノリ

				227		平成20年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱栃尾製作所 トチオセイサクショ		栃尾　喜法 トチオヨシホウ

				228		平成20年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱葵サービステクノ アオイ		水口　和也 ミズグチカズヤ

				229		平成20年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		嶋崎　正二 シマザキマサニ

				230		平成20年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈲瑞穂テック ミズホ		大塚　健弘 オオツカケンヒロ

				231		平成20年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		杉浦　允男 スギウラマコトオ

				232		平成20年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		那須　篤則 ナスアツノリ

				233		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		笹山　知成 ササヤマシナリ

				234		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		角本　和夫 カドモトカズオ

				235		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		土屋　栄作 ツチヤエイサク

				236		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		佐藤　稚彦 サトウチヒコ

				237		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		澤田　幸一 サワダユキイチ

				238		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		大鹿　みき オオシカ

				239		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		山下　智生 ヤマシタトモオ

				240		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱創円 ソウエン		服部　太志 ハットリフトシ

				241		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱大東工作所 ダイトウコウサクショ		西巻　祥平 ニシマキショウヘイ

				242		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱棚長 タナチョウ		本多　秀明 ホンダヒデアキ

				243		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱棚長 タナチョウ		杉浦　允男 スギウラマコトオ

				244		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		岩瀬　功典 イワセコウテン

				245		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱日洋工業 ニチヨウコウギョウ		梅田　哲司 ウメダテツシ

				246		平成21年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		中桐　佳彦 ナカキリヨシヒコ

				247		平成21年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		鹿島　弘次 シカシマヒロツギ

				248		平成21年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		宮田　賢一 ミヤタケンイチ

				249		平成21年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱棚長 タナチョウ		柴田　昌人 シバタマサヒト

				250		平成21年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		城　栄史 ジョウエイシ

				251		平成21年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱葵サービステクノ アオイ		市来　隆志 イチライタカシ

				252		平成21年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱棚長 タナチョウ		榊原　健太郎 サカキバラケンタロウ

				253		平成21年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱遠松製作所 エンマツセイサクショ		中西　淑 ナカニシシュク

				254		平成22年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		上假屋　文孝 カミカヤフミコウ

				255		平成22年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		倉智　広志 クラトモヒロシシ

				256		平成22年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		福井　敏彦 フクイトシヒコ

				257		平成22年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		松林　昌彦 マツバヤシマサヒコ

				258		平成22年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱河村産業所 カワムラサンギョウショ		小出　素久 コイデモトヒサ

				259		平成22年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（資）久保田工業所 シクボタコウギョウショ		久保田　将行 クボタマサユキ

				260		平成22年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		西川　裕記 ニシカワユウキ

				261		平成23年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈲志村プレス工業所		大橋　達也 オオハシタツヤ

				262		平成23年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱高田製作所 タカダセイサクショ		藤ノ井　英造 フジイエイゾウ

				263		平成23年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱高田製作所 タカダセイサクショ		吉田　竜也 ヨシダタツヤ

				264		平成23年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		杉浦　允男 スギウラマコトオ

				265		平成23年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱タニテクニカル		西野　剛史 ニシノゴウシ

				266		平成23年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		福井　敏彦 フクイトシヒコ

				267		平成23年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		オークマスチールテクノ㈱		上林　竜司 ウエハヤシタツシ

				268		平成23年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		オークマスチールテクノ㈱		船戸　勉 フナトベン

				269		平成23年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		山下　智生 ヤマシタトモオ

				270		平成23年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱タニテクニカル		畠山　広勇 ハタヤマヒロイサム

				271		平成23年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		坂下　貴法 サカシタキノリ

				272		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		佐藤　孝 サトウタカシ

				273		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱タニテクニカル		小野田　隼人 オノダハヤト

				274		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		安藤　公治 アンドウコウチ

				275		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		山田　邦充 ヤマダクニミツ

				276		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		市野　哲士 イチノテツシ

				277		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		岩間　準一 イワマジュンイチ

				278		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		萩　洋 ハギヒロシ

				279		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		久高　将也 ヒサタカマサヤ

				280		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		富田　貴樹 トミタタカキ

				281		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナチョウ		森本　喜巳彦 モリモトキミヒコ

				282		平成23年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		片渕　彰 カタフチアキラ

				283		平成24年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱興和工業所 コウワコウギョウショ		波越　智 ナミコシチ

				284		平成24年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		保科  道人 ホシナミチヒト

				285		平成24年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナナガ		榊原　健太郎 サカキバラケンタロウ

				286		平成24年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱山宝 ヤマタカラ		松嶋　真 マツシママコト

				287		平成24年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱中日技研 チュウニチギケン		野村　幸弘 ノムラユキヒロ

				288		平成24年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		澤木  勇作 サワキユウサク

				289		平成24年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		小森  浩史 コモリヒロシシ

				290		平成24年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		安井精工㈱ ヤスイセイコウ		吉崎　博 ヨシザキヒロシ

				291		平成24年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱TANI・テクニカル		秋丸　啓介 アキマルケイスケ

				292		平成24年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱TANI・テクニカル		上田  勝久 ウエダカツヒサ

				293		平成24年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		浅野  尚紀 アサノナオオサム

				294		平成24年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナナガ		村松  択弥 ムラマツタクワタル

				295		平成24年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱橋本製作所 ハシモトセイサクジョ		山田　純 ヤマダジュン

				296		平成24年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		佐藤  雅彦 サトウマサヒコ

				297		平成24年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		後藤  義彦 ゴトウヨシヒコ

				298		平成24年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		澤田  幸一 サワダコウイチ

				299		平成24年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナナガ		杉浦　充男 スギウラミツルオトコ

				300		平成24年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱高田製作所 タカダセイサクジョ		藤ノ井　英造 フジセイエイゾウ

				301		平成24年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		山田  健雄 ヤマダタケオ

				302		平成24年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナナガ		竹本　英幸 タケモトヒデユキ

				303		平成24年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		渡邊  幸人 ワタナベユキヒト

				304		平成25年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		岩切　学 イワキリマナブ

				305		平成25年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アライ		岩田　和人 イワタカズト

				306		平成25年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		森　武彦 モリタケヒコ

				307		平成25年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）イシカワ カブ		吉川　卓宏 ヨシカワタクヒロシ

				308		平成25年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）イシカワ カブ		浜本　雅美 ハマモトマサミ

				309		平成25年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）タニテクニカル カブ		勝原　文彦 カツハラフミヒコ

				310		平成25年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		オークマ（株） カブ		冨田　誠 トミタマコト

				311		平成25年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		オークマ（株） カブ		杉江　俊幸 スギエトシユキ

				312		平成25年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		オークマ（株） カブ		土田　智文 ツチダトモフミ

				313		平成25年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）大東工作所 カブダイトウコウサクショ		西巻　祥平 ニシマキショウヘイ

				314		平成25年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）大東工作所 カブダイトウコウサクショ		森本　圭一 モリモトケイイチ

				315		平成25年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナナガ		柴田　昌人 シバタマサト

				316		平成25年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		棚長㈱ タナナガ		渡辺　慧 ワタナベケイ

				317		平成25年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）中藤電機産業 カブナカフジデンキサンギョウ		山崎　泰規 ヤマザキヤスノリ

				318		平成25年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		金澤　真輝 カナザワマテル

				319		平成26年		工場板金　　　特級 コウジョウバンキントクキュウ		（株）興和工業所 カブコウワコウギョウショ		青山　友之 アオヤマトモユキ

				320		平成26年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）興和工業所 カブコウワコウギョウショ		吉岡　治 ヨシオカオサム

				321		平成26年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		稲沢工業（株） イナザワコウギョウカブ		田嶋　一雄 タジマカズオ

				322		平成26年		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）セイコー カブ		巣山　亜由美 スヤマアユミ

				323		平成26年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）タニテクニカル カブ		石田　隆一 イシダリュウイチ

				324		平成26年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		オークマスチールテクノ㈱		栗山　純一 クリヤマジュンイチ

				325		平成26年		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アライ カブ		西谷　公一 ニシタニコウイチ

				326		平成26年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）大東工作所 カブダイトウコウサクショ		古川　智章 フルカワトモアキ

				327		平成26年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）大東工作所 カブダイトウコウサクショ		前野　貴信 マエノタカノブ

				328		平成26年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		神田　賢 カンダケン

				329		平成26年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		㈱アマダ		沖島　雄介 オキシマユウスケ

				330		平成26年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		オークマスチールテクノ（株） カブ		土田　智文 ツチダトモフミ

				331		平成26年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		アルパ工業（株） コウギョウカブ		遠藤　友紀雄 エンドウユキオ

				332		平成26年		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（有）瑞穂テック ユウミズホ		澤田　龍治 サワダリュウジ

				333		平成27年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）葵サービステクノ カブアオイ		水口　和也 ミズグチカズヤ

				334		平成27年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		本田　吉孝 ホンダヨシタカ

				335		平成27年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		河村　光信 カワムラミツノブ

				336		平成27年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アライ カブ		浅野　尚紀 アサノナオキ

				337		平成27年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		カネトヨ（株） カブ		伊藤　祐一 イトウユウイチ

				338		平成27年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）葵サービステクノ カブアオイ		鈴木　健史 スズキケンジ

				339		平成27年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）葵サービステクノ カブアオイ		山崎　真 ヤマザキマコト

				340		平成27年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		金澤　真輝 カナザワマテル

				341		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（有）瑞穂テック ユウミズホ		大塚　健弘 オオツカタケヒロ

				342		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）河村産業所 カブカワムラサンギョウショ		小出　素久 コイデモトヒサ

				343		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		佐藤　治也 サトウハルヤ

				344		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		辻　義貴 ツジヨシタカ

				345		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）セイコー カブ		巣山　亜由美 スヤマアユミ

				346		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		カネトヨ（株） カブ		加登　和行 カノボルカズユキ

				347		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）アライ カブ		馬場　隆明 ババタカアキ

				348		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		鷲尾　陽平 ワシオヨウヘイ

				349		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		オークマスチールテクノ（株） カブ		岩田　貢 イワタミツグ

				350		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		オークマスチールテクノ（株） カブ		栗山　純一 クリヤマジュンイチ

				351		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		オークマスチールテクノ（株） カブ		杉江　俊幸 スギエトシユキ

				352		平成27年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		オークマスチールテクノ（株） カブ		小野島　健太 オノジマケンタ

				353		平成28年 ヘイセイネン		工場板金　　　特級 コウジョウバンキントクキュウ		（株）大東工作所 カブダイトウコウサクショ		水野　孝紀 ミズノタカノリ

				354		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		棚長（株） タナチョウカブ		村松　拓弥 ムラマツタクヤ

				355		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）髙田製作所 カブタカダセイ		近藤　貴嗣 コンドウタカツグ

				356		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）セイコー カブ		巣山　博文 スヤマヒロフミ

				357		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）セイコー カブ		村下　清幸 ムラシタキヨユキ

				358		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		辻　義貴 ツジヨシタカ

				359		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		沖島　雄介 オキシマユウスケ

				360		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		神田　賢 カンダケン

				361		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　1級 キカイバンキンサギョウキュウ		オークマスチールテクノ（株） カブ		青山　勉 アオヤマツトム

				362		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		国吉　翔太 クニヨシショウタ

				363		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（有）瑞穂テック ユウミズホ		外山　翔悟 トヤマショウゴ

				364		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（有）瑞穂テック ユウミズホ		浅井　隆弘 アサイタカヒロ

				365		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アライ カブ		小澤　吉徳 オザワヨシトク

				366		平成28年 ヘイセイネン		機械板金作業　2級 キカイバンキンサギョウキュウ		（株）アライ カブ		岩田　光生 イワタミツオ

				367		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）興和工業所 カブコウワコウギョウショ		渡部　哲也 ワタベテツヤ

				368		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		金澤　真輝 カナザワマテル

				369		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		末澤　廣志 スエザワヒロシシ

				370		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）アマダ カブ		豊田　勇二 トヨタユウジ

				371		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　1級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（有）瑞穂テック ユウミズホ		澤田　龍治 サワダリュウジ

				372		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		棚長（株） タナチョウカブ		石川　健志 イシカワタケシシ

				373		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		カネトヨ（株） カブ		桑田　政治 クワタマサオサ

				374		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		アルパ工業（株） コウギョウカブ		石倉　健 イシクラタケシ

				375		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		アルパ工業（株） コウギョウカブ		加藤　和行 カトウカズユキ

				376		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		稲沢工業（株） イナザワコウギョウカブ		佐治　裕太 サジユウタ

				377		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）アライ カブ		前田　涼 マエダリョウ

				378		平成28年 ヘイセイネン		数値制御タレットパンチプレス板金作業　2級 スウチセイギョバンキンサギョウキュウ		（株）アライ カブ		伊藤　勝 イトウマサル





		

						講演会・セミナー コウエンカイ

				開催年度 カイサイネンド		テーマ他 ホカ		講師（敬称略） コウシケイショウリャク

				平成１９年度 ヘイセイネンド		『不可能を可能にする男』が語る開発哲学 フカノウカノウオトコカタカイハツテツガク		岡野　雅行 オカノマサユキ

						外国人研修制度とは ガイコクジンケンシュウセイド		志村　正廣・武藤　将史 シムラマサヒロシムトウマサシシ

				平成２０年度 ヘイセイネンド		トヨタ生産方式と改善の進め方 セイサンホウシキカイゼンススカタ		増田　澄勇 マスダキヨムユウ

						腰を動かして健康になろう！！ コシウゴケンコウ		エリカ

				平成２１年度 ヘイセイネンド		ジョブカード制度による新しい助成金の活用 セイドアタラジョセイキンカツヨウ		（株）北見式賃金研究所 カブキタミシキチンギンケンキュウショ

						ゴルフって楽しい タノ		塩谷　育代 シオヤイクヨ

				平成２２年度 ヘイセイネンド		経営者として知っておきたい労務管理のカンドコロ ケイエイシャシロウムカンリ		牧野　正雄 マキノマサオ

				平成２３年度 ヘイセイネンド		ＢＣＰ　事業継続計画 ジギョウケイゾクケイカク		梅川　智・渋谷公充 ウメカワサトシシブヤキミミツ

				平成２４年度 ヘイセイネンド		リスク管理 カンリ		千野　俊猛 チノトシタケシ

				平成２５年度 ヘイセイネンド		会社を守るために カイシャマモ		松室　憲治 マツムロケンジ

						伝えること ツタ		高井　一 タカイハジメ

				平成２６年度 ヘイセイネンド		社長が尊敬される社員の心のつかみ方 シャチョウソンケイシャインココロカタ		松室　憲治 マツムロケンジ

						リニア中央新幹線開業を見据えた愛知県の取組 チュウオウシンカンセンカイギョウミスアイチケントク		河野　修平 コウノシュウヘイ

				平成２７年度 ヘイセイネンド		２割の人材を引き寄せる社長の魅力９つの条件 ワリジンザイヒヨシャチョウミリョクジョウケン		松室　憲治 マツムロケンジ

						ワインと共にちょっと素敵なお話を トモステキハナシ		稲葉　寿美 イナバヒサミ

				平成２８年度 ヘイセイネンド		事業承継対策のポイント ジギョウショウケイタイサク		西原　義浩 ニシハラヨシヒロ

						少子高齢化時代の人材確保のあり方 ショウシコウレイカジダイジンザイカクホカタ		パネルディスカッション







経営セミナー・研修会

平成２５年８月７日

技術セミナー（技能検定）
平成２６年３月１４日

ムダ取り研修会

平成２６年１０月１６日

工業高校 業界の説明会

平成２７年７月２２日

経営セミナー



研修旅行・親睦会

平成２７年１２月２日

未来工業（株） 工場見学

平成２７年１０月７日

名古屋グリーンカントリークラブ

平成２８年２月１９日

ベトナム研修

平成２５年７月２６日

暑気払い



青年部会【葵】 平成２２年度発足

愛知県精密板金工業会会員企業の繁栄と業界の発展のため、

愛知県精密板金工業会の若手経営者、後継者及び幹部社員等

の育成と向上を目指し、企業・技能・経営などに関わる諸問題を

研究し、企業の継続発展をはかる。

平成２２年４月１３日 第一回幹事会

同 ５月２７日 発足会

設立時 １４社 → １９社
・活動内容

勉強会

他工業会青年部との交流会

工場見学他



表彰

平成２８年１１月２２日

厚生労働大臣表彰

平成２７年１１月２０日

中央職業能力開発協会会長表彰
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