
（氏名五十音順）
五十音 氏名 会社名 受賞年度

あ 會田　豊 ㈱会田塗装工業 平成26年度
青木　昭二 青木電機㈱ 平成24年度
青柳　順也 青柳社会保険労務士事務所 令和    3年度
秋島　和彦 新島工業㈱ 平成30年度
穴口　昭三 穴口ふとん店 平成25年度
荒井　保明 荒井建設㈱ 令和    3年度

い 生駒　武 丸駒建設㈱ 平成19年度
生駒　雅彦 ㈱生駒組 平成26年度
石川　信義 ㈱イシカワ自動車 平成23年度
泉澤　玄一郎 ㈱イズム・グリーン 平成25年度
伊藤　二之 ㈱伊藤モータース 平成20年度
伊藤　良市 中央電設㈱ 令和元年度
稲井　誠 稲井電機㈱ 平成29年度
岩田　亮一 ㈲メガネのイワタ 平成26年度

う 上高　昌信 ㈲旭信マーク 平成21年度
上野　盛久 ㈱大和鉄工 平成25年度
植平　有治 植平印刷㈱ 平成22年度
内田　正徳 清香園山田植木㈱ 平成19年度

お 大久保　邦男 ㈲フタバスポーツ 平成30年度
太田　英司 ㈱東花苑 平成19年度
太田　秀明 赤川建設興業㈱ 平成20年度
大西　勝一 ㈱大西時計店 平成27年度
大沼　克己 旭川ガス㈱ 平成28年度
大廣　泰久 ㈱一印旭川魚卸売市場 平成26年度
岡田　佑一 富士コンクリート㈱ 令和元年度
小川　幸雄 小川板金工業㈱ 平成19年度
小木田　儀和 小木田儀和税理士事務所 平成28年度
表　豊 ㈱表鉄工所 平成20年度
表　孝 ㈱表金属商事 令和 　2年度

か 笠原　信行 笠原電機㈱ 平成25年度
柏葉　義雄 旭川中央ハイヤー㈱ 平成19年度
加藤　範幸 ㈱三幸測量設計社 平成27年度
金谷　信行 大東電気工事㈱ 令和 　2年度
鎌田　嘉範 協同組合日専連旭川 令和元年度
上村　正信 ㈱協和コンサルタント 平成26年度
神谷　隆行 神谷タクシー 令和元年度
川口　幸三 川口幸三税理士事務所 令和    3年度
川島　崇則 ㈱橋本川島コーポレーション 平成21年度
川嶋　稔 揚原建装工業㈱ 平成30年度
川邊　康世 北日本機械㈱ 平成19年度

き 橘井　敏弘 正和電工㈱ 平成24年度
木村　進一 北海美掃㈱ 平成26年度
吉良　徹 吉良土木㈱ 平成19年度

く 工藤　兼尾 ㈲美塗社 平成23年度
工藤　光生 ㈱くどう 令和元年度
窪田　明規夫 旭川通運㈱ 平成27年度
熊野　博幸 永山土地㈱ 平成25年度
栗原　利勝 協業組合旭川浄化 平成19年度

こ 小島　高清 ㈱小島鉄工所 平成22年度
小城　公明 小城公明税理士事務所 平成23年度
後藤　時雄 ㈲後藤塗装 平成24年度
駒井　隆雄 ㈱こまいホーム 平成23年度
小山　一成 ㈲山商 平成23年度
小山　重芳 ㈱日興ジオテック 令和 　2年度

さ 齋藤　和広 ㈱齋藤自動車整備工場 平成22年度
齊藤　啓一 ㈱ドルック 平成30年度
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坂下　光博 ㈱坂下工務店 平成25年度
佐川　徹 ㈱さがわ商会 平成25年度
佐々木　徹雄 旭川食糧㈱ 平成28年度
佐々木　通彦 ㈱エフ・イー 平成27年度
佐々木　義孝 ㈱サークル商事 平成23年度
佐竹　美一 佐竹美一税理士事務所 令和 　2年度
佐藤　利男 ㈱葵開発コンサル 令和   　3年度
佐藤　利春 ㈲モンマルトさとう 平成20年度
佐藤　正光 丸仙佐藤青果㈱ 令和 　2年度

し 下村　一紀 ㈱デンザイ 平成22年度
下村　正典 下村電気㈱ 令和    3年度
新谷　龍一郎 新谷建設㈱ 令和元年度

す 菅原　秀明 ㈲エフエーシステム 平成27年度
鈴木　重光 ㈲鈴木塗装店 平成21年度

せ 関山　憲充 旭川機械工業㈱ 平成21年度
た 高木　均 ㈲杏和建具 平成29年度

髙島　成年 ㈱測新開発 令和    3年度
高橋　国臣 山室繊維㈱ 平成24年度
高橋　清二 第一電気工業㈱ 平成20年度
髙橋　徳松 三栄運輸㈱ 平成29年度
高橋　秀樹 昭和木材㈱ 平成30年度
髙畠　嘉信 タカハタ建設㈱ 平成29年度
岳　隆久 ㈲岳総合製本所 平成25年度
武石　正志 ㈲武自動車工業 令和元年度
武田　昭宏 ㈱電業 平成24年度
武田　政則 東邦電設㈱ 平成28年度
竹林　恭介 ㈱アサヒ建設コンサルタント 令和元年度
田中　修一 田中工業㈱ 平成26年度
谷川　敞 谷川印刷㈱ 平成20年度
田畑　正晴 ㈱マルミツ海苔の田畑 平成23年度

ち 千葉　新次 大地コンサルタント㈱ 平成23年度
つ 辻　實 ㈱辻薬局 平成20年度

恒川　耕司 恒誠通信㈱ 令和    3年度
て 手嶋　俊一 ㈱手嶋商店 平成21年度

寺林　修 ㈱ネクシス光洋 平成29年度
な 中川　竹志 ㈱キョクイチ 平成26年度

中島　啓一 ㈱宅建企画 平成24年度
中島　康夫 ㈱マツヤ塗装工業 平成22年度
中谷　登 ㈱廣野組 平成28年度
中野　典一 ㈱中野銘木店 平成26年度
中村　喜久治 ㈲中村空調設備 平成23年度
中村　裕一 中村印刷㈱ 平成28年度
南谷　一成 ㈱北日本工業所 令和    3年度
成田　育 ㈱道央通商旭川 令和    3年度

に 西野目　信雄 西野目産業㈱ 平成27年度
西山　陽一 西山坂田電気㈱ 平成27年度

ぬ 温井　敬 ㈱温井塗装 平成19年度
の 能任　利明 能任利明税理士事務所 平成24年度

野村　榮 ㈲旭川荷役輸送 平成30年度
は 伴野　忠孝 ㈲北海道井泉 令和元年度
ひ 檜山　正人 ㈱檜山鐵工所 平成21年度

平尾　満泰 三栄機械㈱ 平成25年度
廣野　榮子 廣野商事㈱ 平成19年度

ふ 福居　惠美子 ㈱福居製餡所 平成21年度
福寿　忠勝 ㈱片桐紙器 平成26年度
福田　光男 ㈲東豊自動車工業 平成20年度
藤沢　芳則 ㈲ふじさわ薬局 平成21年度
藤田　和子 藤田印刷㈱ 平成20年度
藤田　進 ㈲アールホーム 平成26年度
藤原　清見 藤原清見税理士事務所 令和 　2年度
舟橋　三郎 舟橋珠算塾 平成24年度



古里　一朗 ㈱アルブロ 令和 　2年度
古田　秀敏 ㈲ドルフ 令和 　2年度

ほ 堀　栄二 ㈱堀建設 平成22年度
本田　和行 ㈱冨貴堂ユーザック 平成29年度

ま 前田　秀幸 ㈱蔵元 令和元年度
増田　信幸 ㈱丸増増田工務店 平成22年度
松倉　幸雄 ㈱ホンダベルノ旭川 平成22年度
松田　誠一 松田鉄工㈱ 平成26年度
松永　孝道 旭神車輌工業㈱ 平成30年度
松野　和彦 ㈲松野薬局 平成19年度
松本　神一 道北バス㈱ 平成28年度
真鍋　良信 真興建設㈱ 平成19年度

み 三浦　邦昭 太陽工業㈲ 平成19年度
三木　實 ヒロ通商㈱ 平成21年度
水上　知惠子 三葉製菓㈱ 平成19年度
南　章雄 南通商㈱ 平成22年度
宮口　幸治 ㈲宮口時計店 平成19年度
三宅　國博 光和自動車工業㈱ 平成23年度
宮崎　勉 みやざき建業㈱ 平成19年度
三輪　一典 ㈱新聞協同運輸 平成29年度

む 葎嶋　義昭 ㈱島屋ガラス 令和元年度
村本　文宏 ㈱村本金属 令和 　2年度

も 森川　時夫 ㈱キョクネン 平成30年度
森本　茂廣 日成工機㈱ 平成20年度
森本　弘 ㈱ダイイチプラニング 平成22年度
森若　賢治 永松堂薬局 平成21年度

や 八木　隆志 ㈱イベントサービス 平成29年度
安井　克之 ㈱安井組 平成27年度
安井　清吉 ㈱ライナーネットワーク 令和    3年度
安田　志津吉 安田清掃㈲ 平成24年度
山内　一賴 ㈱富士建設コンサル 令和 　2年度
山口　誠二 山口繊維㈱ 平成24年度
山崎　與吉 男山㈱ 平成26年度
山下　忠夫 高倉塗料興産㈱ 平成27年度
山下　裕久 ㈱旭ダンケ 令和元年度
山田　紀二 ㈱山紀 平成21年度
山田　春雄 ㈱ベリージャパン 平成25年度
山本　信男 日本メディカルプロダクツ㈱ 平成25年度

ゆ 湯浅　義弘 ㈱湯浅 令和 　2年度
湯野　信一 旭川小型運輸㈱ 平成27年度

よ 吉川　昌志 ㈱吉川園 平成24年度
吉川　裕二 ㈱旭川住宅流通 平成30年度
吉田　信治 旭川建装㈱ 平成20年度
吉竹　隆男 ㈱吉竹商店 令和元年度
吉峰　健一 吉峰鉄工㈱ 平成23年度
吉村　重孝 ㈱朝日電機製作所 平成29年度

わ 若松　宏佳 ㈱三洋 平成28年度
脇坂　愼一 ㈱脇坂佛具店 平成28年度
渡辺　辰美 ㈱あいわプリント 令和 　2年度


