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aboTeC（Laboratory Testing of Concrete）
試験要員認定制度

2020年度後期の登録者について

本認定制度は、建設工事の監理に関わるコンクリート
の品質試験やコンクリート製造者による製品試験及び原
材料の品質試験のうち、試験室で行われる試験業務を適
正に行う能力を持つ試験要員を認定・登録することによ
り、工事監理業務や製造者品質管理業務のさらなる適正
化と試験要員の社会的立場を確立することを目的として、
2015年に設立した制度です。本制度は、当法人内に設
置した委員会が運営しており、専門性が高く、かつ当法
人が豊富な経験と実績を有する試験項目を対象としてい
ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

現在の認定項目は、「プレキャストコンクリート製品
工場の試験」、「コンクリートの圧縮強度試験」、「コンク
リートの曲げ強度試験」及び「コンクリート用骨材試験」
の4項目です。
このたび、新たに以下の方々が2020年度後期試験に

おいて認定・登録されました。その結果、現在の登録
者は「プレキャストコンクリート製品工場の試験」では
484名、「コンクリートの圧縮強度試験」では48名、「コ
ンクリートの曲げ強度試験」では11名、「コンクリート
用骨材試験」では62名となりました。全登録者の名簿は、
当法人ホームページに掲載しています。

2020年度後期登録者一覧
『プレキャストコンクリート製品工場の試験』（認定区分記号：LP）
【認定・登録範囲】　・JIS A 5371：プレキャスト無筋コンクリート製品
 ・JIS A 5372：プレキャスト鉄筋コンクリート製品
 ・JIS A 5373：プレキャストプレストレストコンクリート製品

登録番号 氏名
LP1211-001 渡邊 博和
LP1211-004 鳥畑 佳応
LP1211-005 西 諒也
LP1211-006 大﨑 健剛
LP1211-008 川畑 翔太
LP1211-010 川畑 亮一
LP1211-011 末吉 淳
LP1211-012 西 康博
LP1211-013 百武 諒
LP1211-015 当間 重幸
LP1211-016 廣澤 一輝
LP1211-019 安藤 明
LP1211-020 佐藤 雅人
LP1211-022 蓬田 典子
LP1211-023 鈴木 裕之
LP1211-025 竹林 良仁
LP1211-026 白神 晴基
LP1211-027 船内 直樹
LP1211-028 藤森 章弘

登録番号 氏名
LP1211-029 石川 彰悟
LP1211-030 田渕 誠也
LP2202-901 松澤 美広
LP2202-903 加治屋 真
LP2202-904 濵﨑 領二
LP2202-905 笹倉 直也
LP2211-001 本田 裕稀
LP2211-003 佐渡 雅樹
LP2211-004 畑本 章太
LP2211-005 伊佐 淳
LP2211-006 金城 浩
LP2211-007 前代 道和
LP2211-009 大辻 毅訓
LP2211-010 杉木 達哉
LP2211-011 垣内 優
LP2211-012 山本 友之
LP2211-013 中本 利幸
LP2211-014 湯川 明洋
LP2211-015 安保 和磨

登録番号 氏名
LP3202-901 黒木 洋隆
LP3202-902 濵 信夫
LP3202-903 中内 真澄
LP3211-001 伊藤 義彦
LP3211-002 山田 晃司
LP3211-004 福島 匠
LP3211-005 平川 雄大
LP3211-006 早川 達也
LP3211-010 前田 和也
LP3211-011 松阪 英美
LP4202-901 有馬 清春
LP4202-902 高野 忠福
LP4202-903 朝来野 清孝
LP4202-909 谷川 光晴
LP4202-910 濱岡 亮太
LP4211-001 仲座 潤
LP4211-002 徳里 光
LP4211-004 清水 大輔
LP4211-005 久世 剛史

登録番号 氏名
LP5202-901 鎌田 智恵
LP5211-002 崎原 喬
LP6202-902 丸野 研一
LP6202-904 若松 誠
LP6202-905 谷門 晃
LP6202-907 福重 由紀夫
LP6202-909 船平 孝一
LP6202-912 舩江 靖則
LP6211-002 尾崎 健一
LP6211-003 金谷 富大
LP6211-004 神山 茂
LP6211-005 内間 宏
LP6211-006 又吉 昭聡
LP6211-008 今村 公一
LP6211-009 井上 芳樹
LP6211-010 岡田 茂雄
LP6211-011 足立 健
LP6211-012 松井 大典

（敬称略）
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（敬称略）

『コンクリートの圧縮強度試験』（認定区分記号：LCA）
【認定・登録範囲】　・JIS A 1108：コンクリートの圧縮強度試験方法

登録番号 氏名
LCA1211-001 北村 あかり
LCA1211-002 田渕 誠也
LCA1211-003 豊浦 一哉
LCA1211-004 原口 徹也
LCA1211-005 青滝 一志

登録番号 氏名
LCA1211-006 石村 祐也
LCA1211-007 黒田 圭
LCA2202-901 河内 伸夫
LCA2202-902 中西 重幸
LCA2202-903 井上 茂

登録番号 氏名
LCA2202-904 増田 圭弘
LCA2202-905 水野 雄太
LCA3202-901 伊藤 彰浩
LCA5202-901 林 正人
LCA5202-902 佐藤 誠

登録番号 氏名
LCA6202-901 中村 隆治
LCA6202-902 三原 宏昭

（敬称略）　　　　　　　　　　　　　　　

『コンクリートの曲げ強度試験』（認定区分記号：LCB）
【認定・登録範囲】　・JIS A 1106：コンクリートの曲げ強度試験方法

登録番号 氏名
LCB2211-001 増田 圭弘

登録番号 氏名
LCB2211-002 中西 重幸

登録番号 氏名
LCB2211-003 水野 雄太

■本制度に関するお問い合わせ先
　（一財）日本建築総合試験所 事務局 総務部 研修課

TEL：06-6834-4775　FAX：06-6872-0413　E-mail：kensyu1@gbrc.or.jp 


