
表彰履歴

製油所表彰 陸運安全協力会表彰

年次 会社表彰 個人表彰 功績表彰（マイスター）

6年度　２回 日本石油輸送 武田　亮一（東海石油運輸）
7年度　３回 菱華運輸 加藤　幸廣(昭永工業）
8年度　4回 上組運輸 宮崎　務（西日本上野輸送）
9年度　5回 滋賀運送 佐藤　英輔（日本通運）
10年度表彰 滋賀自工運輸 岡本　和宏（上組陸運） 山本　正 上野輸送
6回総会 荒川　昇 四日市運送
1999年 山田　正美 東山物量

田中　正英 昭永工業
寺前　善三 昭永工業
武藤　春尾 日本通運

10年度
11年度表彰 東海石油運輸 山下　秀教(昭永工業） 高山　泰久 菱華運輸
7回総会 藤井　彰二 陽和運輸
2000年 谷重　和年 伊藤運輸

国吉　孝夫 日本通運
福田　知二 昭永工業
伊藤　卓 昭永工業

12年度表彰 日本通運 松本　一治(滋賀運送） 平尾　辰男 ニイミ運輸
8回総会 坂本　ヒトミ 中部上野輸送
2001年 鈴木　鋭二 昭永工業

坂本　行信 昭永工業
伊藤　正 日本通運

13年度表彰 昭永工業 菊川　政美（日本石油輸送） 花谷　謙 中部上野輸送
9回総会 小林　文朗 岐阜県昭石運輸
2002年 村地　廣二 滋賀自工

荻原　寿秀 中川運輸
吉田　久 鴻池運輸
中村　和隆 昭永工業

14年度表彰 ニヤクコーポレーション 安村　成弘（滋賀自工） 吉永　光善 中部上野輸送
10回総会 東浦　明男 中部上野輸送
2003年 宮崎　正道 中部上野輸送

中津　信夫 河西瀝青運輸
安田　秀也 昭永工業

15年度表彰 中川運輸 前川　公信(昭永工業） 鈴木　義信 伊藤運送
11回総会 小宮　修 西日本上野輸送
2004年 日比野　雅樹 共栄陸運

清水　和彦 日本通運
小島　英夫 昭永工業

16年度表彰 伊井運輸 出口　和久（揖斐川工業運輸） 谷脇　一喜 石井運輸
12回総会 中津　悟 石井運輸
2005年 三浦　興一 東海石油運輸

磯貝　房夫 旭運輸
伊藤　良文 暁興産
河北　健吾 昭永工業
国吉　俊哉 日本通運

17年度表彰 エネックス 飯田　隆久（中央運送） 塩谷　一志(滋賀自工） 近藤　光義 伊藤運送
13回総会 塩谷　一志（滋賀自工運輸） 丸岡　保則 ニヤクコーポ
2006年 倉田　真 西日本上野輸送

山口　勝由 暁興産
前川　敬之 昭永工業

18年度表彰 東陽興業 塩野　輝雄（個人特別功労） 塚本　一夫（滋賀自工） 西村　秀樹 中川運輸
14回総会 松尾　義郎(南沙産業） 立松　昌司（伊藤運送） 加賀　敏海 ホリカワ運送
2007年 吉永　光喜 西日本上野輸送

伊藤　浩弥 暁興産
田中洋太郎 西日本上野輸送

19年度表彰 共栄ロジック 卯月　兵学（パシフィック） 佐藤　辰巳（伊井運輸） 西出　寛 ニヤクコーポ
15回総会 南川　祐毅 西日本上野輸送
2008年 児玉　正太郎（名誠組） 成田　龍三 朝日運輸

駒田　武士 暁興産
牧野　保彦 丸品運送
池田　淳司 昭永工業
辻　正徳 昭永工業
今村　真人 日本通運

20年度表彰 暁興産 水野　栄道（旭運輸） 村田　智弥（上野輸送） 川波　正二郎 ニヤクコーポ
16回総会 磯貝　正行（滋賀自工） 藤井　政樹 暁興産
2009年 上条　正宏（不破貨物） 田中　洋太郎 上野輸送

村井　秀光 石井運輸
平井　隆信 昭永工業
中川　英樹 日本通運

21年度表彰 二和運輸 植村　起也（中川運輸） 伊藤　武（伊藤運送） 中村　好樹 エネックス
17回総会 若浜　節夫（一光梱包） 岡田　利男 石井運輸
2010年 次　山口　　（三洋輸送） 川合　幸夫（三重油送） 奥田　直毅 昭永工業

年次 会社表彰 個人表彰 功績表彰（マイスター）
22年度表彰 マルイ運送 山口　裕司（三洋輸送） 中村　充　（揖斐川工運） 家田　幸一 上野輸送
18回総会 南川　義一（暁興産） 永井　孝佳 中川運輸
2011年 栗原　光彦（中川運輸） 細井　吉弘 昭永工業

次点 宅見　浩一（伊藤運送） 佐脇　克典 日本通運
多和田（東海石運） 太田　正道（アイセキ） 　　　　　　　　
仲野　（東陽興業） 渡邊　典行（マルイ運送） 　　　　　　　　

高岡　武輝（伊藤運送） 　　　　　　
23年度表彰 ㈱アイセキ 多和田雅美（東海石油運輸） 大河内晴夫（二和運輸） 伊藤　光徳 上野輸送
19回総会 鳥羽谷弘也（中央運送） 元雄　勉 東海石油運輸
2012年 大嶋　邦彦（共栄陸運） 伊藤　利春 暁興産

清水　昌浩（上野輸送） 相松　宗太 昭永工業
中山　泰行（ニイミ運輸） 橋川　啓介 日本通運

特別表彰

陸運安全協力会特別表彰



八木　浩昭（竹原運輸）
中村　幸幹（東海石油運輸）
藤田　雅也（三重油送）
柳瀬　栄一（不破貨物）

24年度表彰 ：㈱一光梱包輸送 東陽興業㈱仲野　生作 鈴木　　務　㈱暁興産 羽島　幹男 安藤運輸
20回総会 (H25ニヤクに統合) 竹内　　透　ホリカワ運送㈱ 吉見　邦重 上野輸送
2013年 菅沼　光男　伊藤運送㈱ 落合　英典 昭永工業

高橋　淳司　大進運輸㈱ 澤田　勝也 昭永工業
鈴木　誠司　㈲共栄陸運 山口　裕介 日本通運
堤　　 幸康　マルイ運送㈱
下井　秀文　マルイ運送㈱
橋本　光男　鴻池運輸㈱

25年度表彰 ：㈱北勢ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽ 浜口　康博　㈱暁興産 栗田　成毅 東海石油運輸
21回総会 伊藤運送㈱庄司　利茂 白崎　三郎　竹原運輸㈱ 櫻井　くみこ 昭永工業
2014年 山口　和久　中央運送㈱ 太田　富悟 暁興産

片岡　和茂　㈱共栄ﾛｼﾞｯｸｻｰﾋﾞｽ 佐野　直哉 昭永工業
曽我　泰雄　滋賀自工㈱ 今村　真人 日本通運
可知　聖仁　伊藤運送㈱

26年度表彰 ：㈲共栄陸運 神尾　武久　上野輸送㈱ 林　将生 二和運輸
22回総会 ニイミ運輸㈱池田　紀隆 桑山　浩信　鴻池運輸㈱ 興梠　順子 共栄ロジックサービス
2015年 村山　　蔵　　㈱暁興産 増木　弘人 上野輸送

藤井　勝彦　マルイ運送㈱ 小林　徹 昭永工業
勝田　保成　マルイ運送㈱ 大川　誠 日本通運
石山　道行　昭永工業㈱
林　　政和　鈴定運輸㈱

27年度表彰 ：上野輸送(株) 草間　昭（個人特別功労賞） 青　　孝之　上野輸送㈱ 中村　直晴 ：株式会社暁興産
23回総会 ホリカワ運送(株)　川村　浩幸 加藤　鶴幸　ホリカワ運送㈱ 藤井　勝彦 ：マルイ運送株式会社
2016年 4回出席 天野　和幸　バロンパーク㈱ 稲垣　勝 ：昭永工業株式会社

土井　博樹　滋賀自工㈱ 岡村　利男　 ：石井運輸株式会社
次点 安田　健一　三永産業㈱ 伊藤　慎一郎 ：昭永工業株式会社
旭運送㈱　寺西　4回出席 棚橋　誠治　㈲共栄陸運 清水　和彦 ：日本通運株式会社

　

28年度表彰 東陽興業株式会社 マルイ運送株式会社　坂山　啓次 タカラ株式会社：五十子　隆 清水
シミズ

　篤
アツシ

上野輸送株式会社

24回総会 滋賀自工株式会社 伊藤運送株式会社：林崎　人司 野々口
ノノグチ

　正人
マサト

野々口石油株式会社

2017年 昭豊運輸株式会社：榊原　康弘 濱地 洋行
ハマチ　ヒロユキ

株式会社暁興産

滋賀自工株式会社：外村　長夫 村井 秀光
ムライ　ヒデミツ

石井運輸株式会社

株式会社暁興産：鈴木　康之 河内
カワウチ

　正親
マサチカ

昭永工業（株）

株式会社暁興産：伊藤　浩弥 中川
ナカガワ

　英樹
ヒデキ

日本通運（株）

有限会社三重油送：若井　寿志

旭運輸有限会社：野呂　泰男

株式会社暁興産：水谷　敦

ビューテックローリー株式会社：
菊地　健一郎

伊藤運送株式会社：三好　徹

朝日運輸株式会社：高橋　征彦

29年度表彰 株式会社 暁興産 株式会社 暁興産 加藤 亘 株式会社 暁興産：伊藤　良文 伊藤 浩弥 （株）暁興産

25回総会 日本通運株式会社 森 義昌 株式会社 暁興産：臼杵　晃 村上 徹 （株）西野
2018年 株式会社 暁興産：上口　享志 橋川 敬介 日本通運（株）

竹原運輸株式会社：杉野 芳浩
東陽興業株式会社：菅野芳明
野々口石油株式会社：野々口　正人
ホウエイ株式会社：柳川政道
ホウエイ株式会社：瓜生 平吉
株式会社北勢オイルサービス：  藤 忠之

マルイ運送株式会社：若井　寿志

三重油送株式会社：山田 純

30年度表彰 バロン・パーク株式会社 昭永工業株式会社 細井 吉弘 株式会社 暁興産：中村 直晴 （藤　忠之） （北勢オイルサービス株式会
26回総会 上野輸送株式会社：倉田 昌広 濱地克也 株式会社暁興産

2019年
株式会社 共栄ロジックサービス
：樋口  栄一 河野 雅代 株式会社ニヤクコーポレーション
東海石油運輸株式会社：仙谷 貴敏 加藤 昭弘 昭永工業株式会社
東海石油運輸株式会社：多和田 雅美 谷口　勝也 日本通運株式会社 三重支店
二和運輸株式会社：安藤 和生
株式会社ホウエイ：落合 英典
マルイ運送株式会社：山田 正信
有限会社 三重油送：稲葉   登

令和元年度表彰不破貨物運輸株式会社 昭永工業株式会社 中村 旭運輸（有）：清水　勇士  松野 義明 （株） 暁興産
27回総会 池畑運送株式会社　佐藤 伊藤運送（株）：服部　浩一  戸田 泰美 西日本エア・ウォーター物流（株）
2020年 東海石油運輸（株）：河合　敏宏  志野　武史 （株）ニヤクコーポレーション
書面表決 東海石油運輸（株）：園田　浩幸

中北運輸（株）：石原 政明  松下　卓生 昭永工業（株）
（株）ニヤクコーポレーション：安藤 好信  山口　裕介 日本通運（株）
二和運輸（株）：林  将生

令和2年度表彰 近畿石油輸送株式会社 上野輸送（株） 河野 幸正 旭運輸（有） 渡辺 高康 加藤 昭弘 昭永工業（株）
28回総会 鈴定運輸（株） 深田 雅弘 中川運輸（株） 玉木 宣明 大川　誠 日本通運（株）
2021年 （株）ホウエイ 倉田　和典
書面表決


