
116

GBRC  Vol.48  No.1  2023.1

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
ト用骨材の試験」の4項目です。
このたび、新たに以下の方々が2022年度前期試
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452名、「コンクリートの圧縮強度
試験」では44名、「コンクリートの曲げ強度試験」
では7名、「コンクリート用骨材の試験」では55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。

2022年度前期登録者一覧
『プレキャストコンクリート製品工場の試験』（認定区分：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
LP1222-001 山中 茂
LP1222-003 佐藤 卓郎
LP1222-004 前阪 聖哉
LP1222-005 松島 誉人
LP1222-006 大串 拓也
LP1222-007 濱田 光寿
LP1222-008 小関 健一
LP1222-009 梶原 諒
LP1222-010 早川 全
LP1222-011 後藤 信一
LP1222-012 山木 史博
LP1222-013 阿部 正之
LP1222-014 邊見 敏
LP1222-015 土屋 武志
LP1222-016 鈴木 愛
LP1222-017 阿彦 拓
LP1222-018 石井 満香世
LP1222-019 宇田 真也
LP1222-020 井上 祐貴
LP1222-021 庄司 達矢
LP1222-022 室谷 正純
LP1222-023 東 祐宜
LP1222-024 髙木 智

登録番号 氏名
LP2202-911 甲斐田 忠彦
LP2211-902 藤川 淳宏
LP2211-903 北島 翔平
LP2212-916 林 英樹
LP2212-917 榎並 正人
LP2212-918 松井 一
LP2212-919 福田 英治
LP2222-001 藤川 善行
LP2222-002 出羽 一磨
LP2222-003 山根 一高
LP2222-004 河原 和希
LP2222-005 古後 真太郎
LP2222-006 九萬原 篤史
LP2222-007 板倉 誓矢
LP2222-008 渡邉 忍
LP2222-009 小菅 勝美
LP2222-010 首藤 清敏
LP2222-011 白川 祥
LP2222-013 大西 大悟
LP2222-014 塚本 忍
LP2222-015 瀧山 俊也
LP2222-016 東地 爽
LP2222-017 澤井 歩

登録番号 氏名
LP2222-018 角畑 翔司
LP2222-019 西田 寛
LP2222-020 杉井 佳寿樹
LP3202-908 越智 和記
LP3202-909 運萬 寿
LP3211-903 赤城 彰一
LP3212-904 小笠原 恵介
LP3222-001 松尾 一志
LP3222-002 藤原 義弘
LP3222-003 市川 純也
LP3222-004 中村 康男
LP3222-005 髙橋 由征
LP3222-006 橋爪 剛
LP3222-007 宮崎 健一
LP3222-008 西村 順司
LP3222-009 佐熊 直人
LP3222-010 佐藤 浩文
LP3222-011 坂本 由樹
LP3222-012 今野 昭広
LP3222-014 山本 貴一
LP3222-015 市川 雄一
LP3222-016 金子 一樹
LP3222-017 西脇 文哉

登録番号 氏名
LP3222-018 左近 平和
LP4202-914 黒岩 和久
LP4202-915 細野 志郎
LP4211-902 後藤 洋規
LP4211-903 中川 悟
LP4211-904 山本 翔太
LP4222-001 井上 和彦
LP4222-002 梶谷 英昭
LP4222-003 村岡 直樹
LP4222-004 北川 直秀
LP4222-005 光岡 範之
LP4222-006 塚原 誠
LP4222-007 寺﨑 雄基
LP4222-008 澤畠 浩明
LP4222-009 西村 幸真
LP4222-010 國領 俊晴
LP4222-011 甲斐 隼人
LP4222-012 西野 岳典
LP4222-013 谷川 庸造
LP5211-901 小田 晋也
LP5211-902 古賀 晶也
LP5212-905 木村 禎明
LP5212-906 楠本 芳広

（敬称略）

L
ラ ボ テ ッ ク

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

2022年度前期の登録者について



117

GBRC  Vol.48  No.1  2023.1

登録番号 氏名
LP5212-907 高木 陽介
LP5222-001 生駒 拓
LP5222-002 山口 領樹
LP5222-003 原 玉秋
LP5222-004 池田 陽介
LP5222-005 三浦 伸之
LP5222-007 齋藤 秀晃
LP5222-008 木村 和憲

登録番号 氏名
LP5222-009 佐々木 洋行
LP5222-010 松崎 多圭夫
LP5222-011 内藤 陽司
LP5222-012 則定 生也
LP5222-013 皆藤 哲史
LP5222-014 岡田 孝治
LP6202-914 城ヶ﨑 保樹
LP6211-904 堀江 正輝

登録番号 氏名
LP6212-915 近藤 俊壱
LP6212-916 小辻 和幸
LP6212-917 山﨑 浩一
LP6221-901 上口 孝一
LP6222-001 福島 竜彦
LP6222-002 山口 武志
LP6222-003 星川 誠
LP6222-004 鎌田 弘治

登録番号 氏名
LP6222-005 中野 敦行
LP6222-006 薩田 優
LP6222-007 小田 且巳
LP6222-008 坂口 守
LP6222-009 今村 仁
LP6222-010 片山 政雄

登録番号 氏名
LCA1222-001 廣田 智裕
LCA1222-002 井上 慎平
LCA1222-003 塩田 那瑠

登録番号 氏名
LCA1222-004 林 岳士
LCA2222-001 稲田 暁
LCA2222-002 長谷川 正臣

登録番号 氏名
LCA3222-001 井上 帝樹
LCA3222-002 岡 秀俊
LCA4222-001 以西 喜照

（敬称略）

『コンクリートの圧縮強度試験』（認定区分：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
LAA2211-906 秋山 洋介
LAA3211-902 隠岐 健太郎

登録番号 氏名
LAA3211-903 柳川 貴光
LAA3221-901 田頭 浩

登録番号 氏名
LAA4211-902 出羽 一磨

（敬称略）

『コンクリート用骨材の試験』（認定区分：LAA）
【認定・登録範囲】　・JIS A 1102：骨材のふるい分け試験方法
 ・JIS A 1103：骨材の微粒分量試験方法
 ・JIS A 1104：骨材の単位容積質量及び実積率試験方法
 ・JIS A 1105：細骨材の有機不純物試験方法
 ・JIS A 1109：細骨材の密度及び吸水率試験方法
 ・JIS A 1110：粗骨材の密度及び吸水率試験方法
 ・JIS A 1121：ロサンゼルス試験機による粗骨材のすりへり試験方法
 ・JIS A 1122：硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験方法
 ・JIS A 1137：骨材中に含まれる粘土塊量の試験方法
 ・JIS A 5005：コンクリート用砕石及び砕砂　　7.6 粒形判定実積率試験
 ・JIS A 5308：レディーミクストコンクリート
 　　　　　　　　　附属書A(規定 ) レディーミクストコンクリート用骨材　A.10  p) 

 ・JIS A 5002：構造用軽量コンクリート骨材　　5.5 塩化物

■お問い合わせ先
　事務局 総務部 研修課　〒565-0873 吹田市藤白台5-8-1
 TEL：06-6834-4775　FAX：06-6872-0413　E-mail：kensyu1@gbrc.or.jp


