
所　属 所　属

順　位 氏　名 所属事業所名 支部名 氏　名 所属事業所名 支部名

優　勝 白崎　薫 丸信運輸倉庫㈱ 山形 小島　弘 ㈱日立物流柏倉庫 千葉

準優勝 東海林喜一 第一貨物自動車㈱ 山形 中村養二老 日本通運㈱福島支店 福島

３　位 竹内　敏勝 刈谷通運㈱ 愛知 井上　盛善 日本通運㈱松山支店 愛媛

４　位 本滝　英美 広野運送㈲ 福島 古賀　健次 ㈿佐賀板紙輸送センター 佐賀

５　位 伊集院兼継 日本通運㈱久留米支店 福岡 柴田　満 日本通運㈱水沢支店 岩手

優　勝 西尾　高 静岡日通運輸㈱ 静岡 峰平　幸一 日本通運㈱愛媛支店 愛媛

準優勝 徳重　進 日本通運㈱鹿児島支店 鹿児島 馬庭　哲雄 日本通運㈱出雲支店 島根

３　位 小尾　正彦 日本通運㈱帯広支店 北海道 茶山　克郎 日本通運㈱高岡支店 富山

４　位 宮田　喜義 日本通運㈱大阪港支店 大阪 日高　儀喜 日本通運㈱大分支店 大分

５　位 中田　清繁 日本通運㈱松山支店 愛媛 吉田　隆幸 日本通運㈱青森支店 青森

優　勝 釣浦　善彰 日本通運㈱札幌中央支店 北海道 生子　倫久 日通静岡運輸㈱ 静岡

準優勝 児島　克美 日本通運㈱鳥取支店 鳥取 植田　克成 日本通運㈱宮崎支店 宮崎

３　位 久保　義行 日本通運㈱鹿児島支店 鹿児島 松井　洋一 日本通運㈱東神戸支店 兵庫

４　位 森　長己 日本通運㈱松山支店 愛媛 吉田　博文 日本通運㈱下関支店 山口

５　位 武藤　敏弘 九州産交運輸㈱ 熊本 青木　修二 日本通運㈱出雲支店 島根

優　勝 早坂　稔男 ㈱日立物流佐倉営業所 千葉 三浦　悟 ㈱日立物流茨城営業所 茨城

準優勝 宗元　成人 日本通運㈱松山支店 愛媛 蔀　泰男 日本通運㈱水戸支店 茨城

３　位 中島　義幸 ㈱日立物流平和島営業所 東京 鎗田　和憲 ㈱日立物流小田原営業所 神奈川

４　位 田中　等 日本通運㈱久留米支店 福岡 黒木　一正 日本通運㈱宮崎支店 宮崎

５　位 吉田　雄一 日本通運㈱盛岡支店 岩手 仲林　謙治 センコー㈱三重支店 三重

優　勝 丸山　利明 日本通運㈱京都支店 京都

準優勝 福田　浩 日本通運㈱仙台支店 宮城

３　位 椎葉　静男 日本通運㈱宮崎支店 宮崎

４　位 遠藤　裕一 日本通運㈱富山支店 富山

５　位 大熊　俊幸 日本通運㈱帯広支店 北海道
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第９回大会(横浜市)

第５回大会(横浜市) 第６回大会(横浜市)

第７回大会(横浜市) 第８回大会(横浜市)

第１回大会(大宮市) 第２回大会(松戸市)

全国フォークリフト運転競技大会　入賞者一覧

第３回大会(松戸市) 第４回大会(横浜市)



所　属 所　属

順　位 氏　名 所属事業所名 支部名 氏　名 所属事業所名 支部名

優　勝 津川　昭浩 日本通運㈱羽犬塚支店 福岡 久保　綾子 ㈱ヨコユバンテック 神奈川

準優勝 佐藤　拓考 ㈱日立物流茨城営業所 茨城 赤池　初子 山九㈱駿河支店 静岡

３　位 八亀　雄孝 日本通運㈱神戸支店 兵庫 岡崎登久子 日本通運㈱岡山支店 岡山

４　位 村田　裕保 ㈱日立物流電線営業所 大阪 佐野　光子 刈谷通運㈱ 愛知

５　位 竹中　賢弘 日本通運㈱徳山支店 山口 伊藤ひろみ 北勢運送㈱ 三重

優　勝 猿楽　一則 日本通運㈱大津支店 滋賀 佐藤　忠 日本通運㈱札幌支店 北海道

準優勝 尾崎　省三 日本通運㈱和歌山支店 和歌山 吉永　良一 日本通運㈱神戸支店 兵庫

３　位 久保田育長 ㈱日立物流清水営業所 静岡 小寺　康晴 ㈱日立物流茨城営業所 茨城

４　位 坂本　雄一 日本通運㈱宮崎支店 宮崎 藤原　正明 日本通運㈱岡山支店 岡山

５　位 渡辺　浩一 日本通運㈱仙台支店 宮城 星井　雅人 ㈱日立物流三芳営業所 埼玉

優　勝 大森　靖之 ㈱日立物流関西営業本部 大阪 小笠原伸一 日本通運㈱高知支店 高知

準優勝 沢田　元 ㈱日立物流北陸営業所 富山 中橋　英夫 日本通運㈱小松支店 石川

３　位 西留　寿春 日本通運㈱鹿児島航空 鹿児島 藤田　武臣 日本通運㈱大分航空支店 大分

４　位 竹内　庄一 日本通運㈱名古屋支店 愛知 津島　一弘 日本通運㈱焼津支店 静岡

５　位 中台　隆 日通船橋運輸㈱ 千葉 古川　淳 日本通運㈱新発田支店 新潟

優　勝 鈴木　敦 日本通運㈱東京海運 東京 織田美由紀 日本通運㈱東京航空 千葉

準優勝 石野　聖史 日本通運㈱京都支店 京都 佐野　岸子 カリツー㈱安城南営業所 愛知

３　位 西田　浩治 日本通運㈱奈良支店 奈良 西本真奈美 日通岐阜運輸㈱ 岐阜

４　位 新山　利一 ㈱日立物流佐倉営業所 千葉 西　恵美 山九㈱鹿島支店 茨城

５　位 熊田　智史 東日本日立物流サービス 茨城 高橋　栄子 ヤマト運輸㈱コカコーラ営業所 東京

優　勝 稲葉　光浩 日本通運㈱横浜国際輸送支店 神奈川 吉井　秀徳
日本図書輸送㈱東京物流セン
ター

東京

準優勝 上原圭一郎 日本通運㈱熊本支店 熊本 山本　紀行 東日本日立物流サービス㈱ 茨城

３　位 笠原　利典 日通焼津運輸㈱ 静岡 橋本　国央 日本通運㈱和歌山支店 和歌山

４　位 幸山　弘 日本通運㈱広島海運支店 広島 石田　昌司 ㈱日立物流小牧営業所 愛知

５　位 井口　徹 日本通運㈱和歌山支店 和歌山 小野　常久 日本通運㈱仙台航空支店 宮城

(一般部門) (女性部門)

第１０回記念大会(横浜市)

(一般部門) (女性部門)

第１５回記念大会(横浜市)

第１３回大会(横浜市) 第１４回大会(横浜市)

第１１回大会(横浜市) 第１２回大会(横浜市)

第１６回大会(横浜市) 第１７回大会(花園町)
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所　属 所　属

順　位 氏　名 所属事業所名 支部名 氏　名 所属事業所名 支部名

優　勝 安福　健治 日本通運㈱西神戸流通センター 兵庫 長島　利一 日本通運㈱前橋支店 群馬

準優勝 寺本　雅広
日本通運㈱京都ペリカン・アロー
支店

京都 若林　良行 北関東日立物流サービス㈱ 栃木

３　位 大澤　佳男 日本通運㈱大井国際輸送支店 東京 藤崎　一郎 日通松江運輸㈱出雲営業所 島根

４　位 菊地　吉光 日本通運㈱会津若松支店 福島 松尾　武
中部日立物流サービス㈱富山営
業所

富山

５　位 肥沼　道浩 西関東日立物流サービス㈱ 埼玉 藤井　民夫 日本通運㈱京都支店 京都

優　勝 高松　洋二 日本通運㈱高知支店 高知 松村由美子 日本通運㈱大井国際輸送支店 東京

準優勝 奈尾　典夫 日本通運㈱大阪航空支店 大阪 谷口　容子 日本通運㈱高松支店 香川

３　位 柴田　順和 ㈱日立物流東日本営業本部 茨城 桐生　千秋 南関東日立物流サービス㈱ 神奈川

４　位 加島　栄光
日本図書輸送㈱東京物流セン
ター

東京 元川　悦子 日本通運㈱京都支店 京都

５　位 井上　則章 日本通運㈱福知山支店 京都 鈴木　弥生 大興運輸株式会社 愛知

優　勝 影山　守彦 日本通運㈱北見支店 北海道 下元　敏弘 日本通運㈱高知支店 高知

準優勝 齋藤　克治
日本通運㈱新潟支店中条営業
所

新潟 高原　直也 東日本日立物流サービス㈱ 茨城

３　位 森　健太郎
日本通運㈱神戸国際六甲ｱｲﾗﾝ
ﾄﾞ支店

兵庫 秋光　竜造 日本通運㈱大竹支店 広島

４　位 廣岡　裕司
関西日立物流ｻｰﾋﾞｽ㈱大山崎営
業所

京都 尾崎　弘章 日本通運㈱西香川支店 香川

５　位 杉山　仙和 日本通運㈱都城支店 宮崎 若林世志夫 日本通運㈱豊橋支店 愛知

優　勝 中島　康滋 日通東京配送㈱ 東京 森　健一 日本通運㈱姫路支店 兵庫

準優勝 松木　秀明
京葉日立物流サービス㈱第二営
業本部

千葉 佐伯　貴信 日通郡山運輸㈱ 福島

３　位 渡辺　泰隆 日本通運㈱新発田支店 新潟 浅川　隼治 南関東日立物流サービス㈱ 神奈川

４　位 黒田　周一
関西日立物流ｻｰﾋﾞｽ㈱伊丹事業
所

兵庫 齋藤　誠 日本通運㈱郡山支店 福島

５　位 村川　雅博 日本通運㈱大竹支店 広島 疋田　浩一 東日本日立物流サービス㈱ 茨城

第１８回大会(花園町) 第１９回大会(花園町)

第２２回大会(深谷市）

第２３回大会(深谷市） 第２４回大会(深谷市）

第２１回大会(深谷市)
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(一般の部) (女性の部)

第２０回記念大会(花園町)



所　属 所　属

順　位 氏　名 所属事業所名 支部名 氏　名 所属事業所名 支部名

優　勝 吉川　進也 日本通運㈱福知山支店 京都 小野　久美 大興運輸㈱関東支店 埼玉

準優勝 松田　大介
関東日立物流サービス㈱埼玉営
業部

埼玉 ⻆野　恵美 日本通運㈱東京航空支店 東京

３　位 前田　友也 日本通運㈱魚津支店 富山 佐藤真樹子 東日本日立物流サービス㈱ 茨城

４　位 佐藤　重宏 日本通運㈱山形支店 山形 戸祭　敬子
京葉日立物流サービス㈱第二営
業本部

千葉

４　位 大谷　瑛司 日本通運㈱大津支店 滋賀 - - -

４　位 石岡　克範 日通児越運輸㈱ 埼玉 - - -

５　位 - - - 島　香代子 日本通運㈱久留米支店 福岡

優　勝 林　泰士 日本通運㈱和歌山支店 和歌山 瀧本　靖 中部日立物流サービス㈱ 富山

準優勝 高林　裕介 東日本日立物流㈱ 茨城 望月　広行 日本通運㈱富士支店 静岡

３　位 原　靖幸 日本通運㈱伊那支店 長野 石坂　知治 日通太田運輸㈱ 群馬

４　位 高橋　靖 日本通運㈱秋田総代理支店 秋田 小林　大介 日本通運㈱埼玉支店 埼玉

５　位 清水　宣行 日本通運㈱京都支店 京都 西　達矢 日本通運㈱小松支店 石川

健闘賞 香川　正伸 佐賀運輸㈱ 佐賀 塩出　勝久 渡部物産㈱ 愛媛

優　勝 崎元　和久 日本通運㈱志布志支店 鹿児島 飯島　洋平
日本通運㈱新潟支店新潟物流
事業所

新潟

準優勝 本間　隆行 新潟日通運輸㈱本社事業所 新潟 星野　俊一
日本通運㈱藤沢支店綾瀬物流
センター事業所

神奈川

３　位 西村　純也 日本通運㈱大津支店 滋賀 中島　友之 東日本日立物流サービス㈱ 茨城

４　位 大村　正明
日本通運㈱青森支店青森物流セン
ター事業所三内営業課 青森 中村　龍太

首都圏日立物流サービス㈱ア
ディダス営業所

千葉

５　位 磯野　真一
㈱バンテックイースト自動車部門第
二物流部構内物流二課太田出張所 群馬 林　浩也 ㈱バンテックイースト栃木営業所 栃木

健闘賞 菊池　健二 白金運輸㈱北上営業所 岩手 鶴丸　勝美
協業組合九州ロジスティックカー
ゴ

佐賀

優　勝 稲山　忠勝
㈱バンテックイースト埼玉営業部
江南営業所太田出張所

群馬 兼子紗哉加
㈱バンテックセントラル富士営業
所

静岡

準優勝 小暮　健太
㈱バンテックイースト東松山物流
センター

埼玉 久野　愛子 新東運輸㈱ 愛媛

３　位 芝吹　義範
九州日立物流サービス㈱宮崎物
流課

宮崎 藤本小梨絵
日本通運㈱京都支店南京都物
流センター

京都

４　位 中嶋　竜二
日本通運㈱北九州支店北九州コ
ンテナ事業所

福岡 多田　早織
西日本日立物流サービス㈱西大
阪営業所

大阪

５　位 戸澤　克美 日本通運㈱福島支店 福島 緑　美幸 南九州センコー㈱鹿児島営業所 鹿児島

健闘賞 須藤　将 白金運輸㈱ 岩手 林　裕子 サンエツ運輸㈱入善営業所 富山
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第２５回大会(深谷市)　一般の部 第２５回大会(深谷市)　女性の部

第２６回大会(深谷市) 第２７回大会(深谷市)

第３０回大会(深谷市)　一般の部 第３０回大会(深谷市)　女性の部

第２９回大会(深谷市)第２８回大会(深谷市)



所　属 所　属

順　位 氏　名 所属事業所名 支部名 氏　名 所属事業所名 支部名

優　勝 渡辺　浩司 日通津運輸㈱ 三重 濵本　省悟 ㈱バンテックセントラル 神奈川

準優勝 鈴木　潤一
日本通運㈱新砂支店新砂事業
所

東京 串田　慶太
㈱日立物流東日本土浦営業部
つくば営業所

茨城

３　位 山越　嵩浩
㈱バンテックイースト埼玉営業部
江南営業所太田出張所

群馬 石原　悦司 日本通運㈱岡山支店 岡山

４　位 成岡　弘史
日本通運㈱焼津支店大井川物
流センター事業所

静岡 遠藤　健 日本通運㈱仙北支店 宮城

５　位 山口　洋平 日通山形運輸㈱山形営業所 山形 中内　司 日本通運㈱北見支店 北海道

健闘賞 青木　隆一 ㈱ナルキュウ神奈川営業所 神奈川 松木富士男 新東運輸㈱ 愛媛

優　勝 大沼　亨 日本通運㈱郡山支店 福島 長谷部あやの大興運輸㈱岡崎支店 愛知

準優勝 藤田遼太郎
㈱日立物流東日本水戸営業部
那珂営業所

茨城 佐藤　佳奈
日本梱包運輸倉庫㈱花巻営業
所

岩手

３　位 荒木　洋平 日通東京運輸㈱新砂事業部 東京 杉山真裕美
日本通運㈱都城支店都城事業
所営業課

宮崎

４　位 盛田　宣之
日本通運㈱都城支店都城事業
所SRI物流センター

宮崎 志村美佐子
日本梱包運輸倉庫㈱狭山梱包
センター営業所

埼玉

５　位 塩澤　純 カリツー㈱刈谷物流センター 愛知 川畑　恵梨
日本梱包運輸倉庫㈱浜松営業
所

静岡

健闘賞 近久　寛之 渡部物産㈱ 愛媛 林　裕子 サンエツ運輸㈱入善営業所 富山

優　勝 塩澤　純 カリツー㈱刈谷物流センター 愛知 池田　由香
㈱日立物流西日本大山崎ＡＥ営
業所

京都

準優勝 青木　隆一 ㈱ナルキュウ神奈川営業所 神奈川 奥山　佳奈 日本通運㈱大津支店 滋賀

３　位 志水　勝
日本通運㈱名古屋ロジスティクス
支店

愛知 菊地　直子 日通東京西運輸㈱ 東京

４　位 圓城　規之 ㈱日立物流西日本滋賀営業所 滋賀 宮島　恵
㈱日立物流東日本土浦営業部
つくば営業所

茨城

５　位 南雲　一充 ㈱バンテックイースト栃木営業所 栃木 福島　京美
日本梱包運輸倉庫㈱太田営業
所

群馬

健闘賞 佐藤　盛 白金運輸㈱ 岩手 永戸　初美 三重執鬼㈱ 三重

優　勝 今村　英二 ㈱日立物流中部石川営業所 石川 太治　萌葉
㈱日立物流西日本京田辺営業
所

京都

準優勝 大内　直人
日本通運㈱郡山支店福島ロジス
ティクス事業所

福島 土谷　綺咲
日本梱包運輸倉庫㈱花巻営業
所

岩手

３　位 内藤　由貴
日本通運㈱隅田川支店平井事
業所

東京 川田　美紀 カリツー㈱安城南営業所 愛知

４　位 田中　大輔 日本通運㈱和歌山支店 和歌山 緑　美幸 南九州センコー㈱鹿児島営業所 鹿児島

５　位 小宮山徳人 日本通運㈱大阪西支店 大阪 福島　京美
日本梱包運輸倉庫㈱太田営業
所

群馬

健闘賞 佐藤　　克
白金運輸㈱北上流通加工セン
ター

岩手 永戸　初美 三重執鬼㈱ 三重

第３５回大会(中止)

第３６回大会(みよし市)　一般の部 第３６回大会(みよし市)　女性の部

5

第３１回大会(深谷市) 第３２回大会(深谷市)

第３３回大会(みよし市)　一般の部 第３３回大会(みよし市)　女性の部

第３４回大会(深谷市)　一般の部 第３４回大会(深谷市)　女性の部



所　属 所　属

順　位 氏　名 所属事業所名 支部名 氏　名 所属事業所名 支部名

優　勝 野口　順平
㈱日立物流東日本水戸営業部
那珂営業所

茨城 氏家美恵子 ㈱日立物流東日本 福島

準優勝 河村　光男
日本通運㈱京都支店自動車事
業所

京都 近藤　夢 日本通運㈱三重支店 三重

３　位 小林　耕平
日本通運㈱福岡航空支店佐賀
航空営業所

佐賀 米川　真穂 日本通運㈱茨城支店 茨城

４　位 塚本　雄大 日本通運㈱名古屋南支店 愛知 河野　香織
宮崎センコーアポロ㈱宮崎営業
所

宮崎

５　位 中野　裕貴 ㈱日立物流西日本笠戸営業所 山口 岡　茉里奈
センコー㈱茨城支店宇都宮流通
センター

栃木

健闘賞 近久　寛之 渡部物産㈱ 愛媛 床櫻　春美 大輪総合運輸㈱ 徳島

5

第３７回大会(みよし市)　一般の部 第３７回大会(みよし市)　女性の部


