
期別 氏名 会社名

特別 宇野　数雄 丸正運輸㈱

永井　寛泰 ㈱ギンテック

竹ノ内　 実 ㈱タケウチ

天野　智義 天野運送㈱

小島　康義 山勝商事㈱

石川　和夫 用賀運送㈱

真下　芳隆 ㈱すみれ

鈴木　憲興 ㈱エスティーシステム

根橋　　 裕 ㈱エスティーシステム

知脇　正幸 ㈲知脇運送店

渡邊　　 隆 東江運輸㈱

橋場　之廣 柴又運輸㈱

鈴木　護朗 角田運送㈱

1期 石川　敬介 用賀運送㈱

猪野　和昭 ㈲猪野運送

井上　智順 ㈱井上運送

片桐　健一 渡邊倉庫運送㈱

加藤  　 裕 ㈱浅井

佐藤　嘉宏 ㈱ナガヤマ物流

鈴川　智徳 清野運送㈲

田代　　 正 ㈱埼北自動車

真壁　恒弘 田口運送㈱

松本　正和 ㈱東発

的場　栄一 カルガモ引越センター㈱

水柿　隆夫 ㈲髙谷梱包工業

山本　晃一 中央運送㈱

物流経営士名簿

（一社）東京都トラック協会・(財)東京都トラック運送事業人材養成等財団(H24.10.31

解散）の「物流経営士課程」を修了し、全日本トラック協会において認定された物流

経営士の名簿を、ホームページ上に登載しました。

　なお、物流経営士については、第20期（令和2年修了）までで、571名の方が認定

されており本名簿は掲載を了承された一部の方についてのものであることをご了承

ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育研修グループ



期別 氏名 会社名

2期 岩田　康太郎 ㈱トーショー

岡部　昭人 協和コーポレーション㈱

澤幡　　 淳 有隣運送㈱

篠﨑　　 眞 ㈱興真運送

鈴木　陽一郎 日本ロジテム㈱

塚越　博幸 塚越運輸㈱

中島　秀治 ㈱東邦運輸

西脇　　昌 ㈱ソニックフロー

福本　憲人 大作輸送㈱

藤吉　厚男

星野　良宏 多摩運送㈱

水柿　正之 千石運送㈱

山來　治雄 渡邊倉庫運送㈱

3期 飯塚　貴則 ㈱ニチエイ・ベスト・プロデュース

市丸　康介 ㈱カジロジスティックス

井上　貴史 中央運送㈱

臼倉　善行 ㈱中央梱包運輸

大野　　 肇 ㈱トワードセントラル

海原　朋幸 多摩運送㈱

小林　輝男 城北運輸㈱

小原　克己 西多摩運送㈱

鈴木　祥太 七福運送㈱

高山　栄一 ㈱ティーエルジー

橋本　幸明 三鷹運送㈱

服部　一郎 日本ロジテム㈱

塙　　 卓也 ㈱凌雲物流

林　 　俊彦 信濃運輸(株)

細山　　 淳 高井戸運送㈱

若林　　 茂 ㈲小林運送店



期別 氏名 会社名

4期 横手　義昌 永井㈱

伊藤　研次 フットワークエクスプレス㈱

海老原　健一 渡邊倉庫運送㈱

井上　和彦 大東梱包㈱

島森　憲之 日本ロジテム㈱

杉本　憲昭 ㈱杉本運輸

中岸　浩幸 七福運送㈱

篠本　安秀 徳丸商運㈱

佐原　新也 結城運輸倉庫㈱

佐藤　　 有 向島運送㈱

設樂　和憲 ㈱ナガヤマ物流

小島　逸成 横倉運送㈱

田中　　 忍 西多摩運送㈱

小林　雅樹 永山運送㈱

坂本　裕之 ㈱サヤマトラフィック

新井　　 真 多摩運送㈱

5期 飯島 智佳子 ㈲大洋

大川　貴之 信興倉庫運輸㈱

大髙　一義 ㈱オータカ

小笠原 雅之 永山運送㈱

梶　 太成 (株)カジロジスティクス

石田　佐保 金子運送㈱

栗原　宏明 日本ロジテム㈱

古田　寛樹 ㈱コダ運輸

佐藤　　 博 多摩運送㈱

下川　　悟 ㈱プライム物流

鍋山　景文 ㈱鍋山通商

富久　　 明 ㈱大三

丸山　季之 渡邊倉庫運送㈱

村山　浩一 ㈱村山運輸

結城　賢進 結城運輸倉庫㈱

渡辺　良祐 ㈱プロデキューブ



期別 氏名 会社名

6期 池田　義規 永山運送㈱

大島　弥一 大島運輸㈱

小川　　 武 竹内運輸工業㈱

加藤 　　茂 日本ロジテム㈱

佐藤　靖博 大東運輸㈱

清水　義一 ㈱ＪＫ　ＣＡＲＧＯ

関口　心太 ㈱関口運輸

高橋　文昭 西多摩運送㈱

田口　貴之 田口運送㈱

田島　　 剛 七福運送㈱

塚越　孝夫 ㈱ハナワトランスポート

中村　　 剛 ㈱伸光堂物流

野村　千明 ㈲協友運輸

橋場 広太郎 柴又運輸㈱

伴野　善晃 ㈱ナガヤマ物流

丸山　和洋 多摩運送㈱

三浦　一成 渡邊倉庫運送㈱

和田　邦明 明治ロジテック㈱

渡邉　和雄 ㈲大網運輸



期別 氏名 会社名

7期 濱田　晴香 ㈱浅井

市川　敬一 ㈱エム・エス・ジー

稲垣　貴志 稲垣運輸㈱

大川　　 勝 ㈱新鮮便

大越　みゆき ノバ・エキスプレス㈱

大竹　秀央

風間　英樹 (有)風間運送店

金子　　永 金子運送(株)

倉川　朋宏 ㈱クラネット

児玉　健児 日本ロジテム㈱

佐久間　恒好 ㈱商運サービス

塩田　俊満 千代田運輸㈱

関根　　 泰 多摩運送㈱

棚橋　鉄也 竹内運輸工業㈱

西村　信輝 三鷹運送㈱

濱野　ふみ子 ㈱ハマノ

前田　尚宏 渡邊倉庫運送㈱

村山　治夫 ㈱村山運輸

吉田　　 正 ㈱ミタカロジスティクス



期別 氏名 会社名

8期 藍原　一修 ㈱トーショー

阿河 千代和 ㈱ムービングサポート

阿達　武浩 竹内運輸工業㈱

伊澤　　 茂 ㈱三榮商會

植益　正芳 ㈱エム・エスサービス

大霜　博之 フィット㈱

川越　大輔 フィット㈱

倉林　孝雄 渡邊倉庫運送㈱

髙岸　聡昭 西多摩運送㈱

高橋 謙一郎 ㈱ナガヤマ物流

田村　茂紀 フィット(株)

富田　淳史 日本ロジテム㈱

羽生　幸一 多摩運送㈱

林　 　秀行 ㈱ハヤシ配送サービス

原島　和巳 多摩運送㈱

彦田　敬輔 彦新運輸㈱

船山　暁海 大沢運送㈱

逸見　紀昭 ㈱フコックス

箕輪　　 貴 ㈱コダ運輸

宮木　寛明 協和コーポレーション㈱

山本　明徹 ㈱大昌運輸

吉川　浩平 吉川運輸㈱

山岸　洋一 西口物流(株)



期別 氏名 会社名

9期 飯田　修一 大心運輸(株)

五十嵐 雅人 向島運送㈱

伊藤　隆仁 日生流通運輸倉庫㈱

井上　登弘 ㈱ターボ商事

梅崎　　 誠 多摩運送㈱

長部　隆志 フィット㈱

金井　健蔵 ㈱共運

金子　俊之 金子運輸㈱

金子　宏志 セイノースーパーエクスプレス㈱

川鍋　篤史 日本ロジテム㈱

北市　隆幸 多摩運送㈱

小岩井 繁行 竹内運輸工業㈱

五島　昌宏 ㈱ハヤシ配送サービス

小谷野　覚 協和コーポレーション㈱

下清水　高広 渡邊倉庫運送㈱

高山 八洲男 西多摩運送㈱

武井　一憲 ㈲武井物流

中尾　篤史 永山運送㈱

中尾　　淳 ㈱トーショー

山口　健介 渡邊倉庫運送㈱

渡邊　信英 峯岸運輸㈱



期別 氏名 会社名

10期 石部　順一 東江運輸㈱

伊藤　利浩 東江運輸㈱

岩崎　裕之 渡邊倉庫運送㈱

遠藤　　 忍 協和コーポレーション㈱

北川　慎二 多摩運送㈱

小林　和重 多摩運送㈱

沢崎　和彦 多摩運送㈱

島田　昭司 永山運送㈱

清水　晴行 ㈱関口運輸

東海林　学 ㈱トーショー

新條　知宏 フィット(株)

鈴木　恵美 鈴直商事㈱

砂戸　徳人 竹内運輸工業㈱

千葉　義徳 ㈱三榮商會

渡邊　　 寛 ㈱ハヤシ配送サービス



期別 氏名 会社名

11期 飯沼　賢治 東京共同ロジテム㈱

石井　孝侑 東江運輸㈱

石神　俊昭 葛西物流㈱

石原　三敬 東江運輸㈱

板橋耕一郎 (株)板橋運送

岩谷　敦司 中央運送㈱

大野　勝人 竹内運輸工業㈱

奥山　孝文 ㈱トーショー

梶原　信也 フィット(株)

久下　和幸 渡邊倉庫運送㈱

才田　　達 多摩運送㈱

神場　　 諭 柴又運輸㈱

鈴木　正厚 多摩運送㈱

髙石　敏保 ㈱トーショー

高橋　徳之 日本ロジテム㈱

田中　秀明 東京港運送㈱

都築　洋行 ㈱銚洋陸運

鳥ノ海　 学 協同運輸㈱

宮森　真史 多摩運送㈱

矢作　憲一 菱東運輸倉庫㈱

吉本　商一 八千代運輸㈲



期別 氏名 会社名

12期 飯島　和明 日本ロジテム㈱

岩城　隆彦 吉川運輸㈱

大河内　将 フィット㈱

大野　信一 多摩運送㈱

大野　良一 ㈱ハヤシ配送サービス

佐藤　啓 東江運輸株式会社

柴山　理博 田口運送㈱

菅原　哲也 ㈱オータカ

鈴木　浩明 東京港運送㈱

辻　達哉 フィット㈱

西村　恒平 フィット㈱

丹伊田紀夫 三富運送㈱

蜂須賀孝一 ㈱エス・ジー・ホールディングス

平渡　圭樹 多摩運送㈱

山本　多聞 竹内運輸工業㈱



期別 氏名 会社名

13期 荒井　保 都流通商会㈱

安藤　夕太 羽田運輸㈱

井上　泰志 豊多摩通運㈱

大里　賢示 （公社）全日本トラック協会

大竹　伸一 竹内運輸工業㈱

柿本　泰幸 ㈱プラスパ

久保川文雄 山梨総合運輸㈱

久保　慎二 中央急送㈱

倉持　真一 多摩運送㈱

小林　陸郎 東京港運送㈱

陣野太嘉志 西多摩運送㈱

鈴木　彩香 東江運輸㈱

橘　　正司 千代田運輸㈱

土橋　友文 西多摩運送㈱

中込　博 （公社）全日本トラック協会

中林　一 竹内運輸工業㈱

並木　孝裕 新富運輸㈱

西村　修一 多摩運送㈱

濱野　嘉彦 ㈱ハマノ

林　大希 ㈱ハヤシ配送サービス

林　伸浩 ㈱ハヤシ配送サービス

福安　暁 三鷹運送㈱

保科　秀幸 西多摩運送㈱

森本　勝仁 東亜物流㈱

山内　広紀 ㈱イーストロジテック



期別 氏名 会社名

14期 浅木　伸彦 マルシン運輸㈱

阿部　大輔 竹内運輸工業㈱

井上　　豪 （一社）東京都トラック協会

遠藤　昌光 多摩運送㈱

久下　敦子 東京港運送㈱

近藤　智平 夏島運輸㈱

鈴木闘志也 ＯＳＯ㈱

鈴木　知則 鈴直商事㈱

髙木　隆光 高木運輸㈱

武田　宗晴

出口　一夫 ㈱エスティーシステム

得田　友則 多摩運送㈱

藤井　富仁 ㈱エス・ジーホールディングス

本間　圭介 （公社）全日本トラック協会

山口　昌孝 ㈱そうあい保険事務所

山本　貴之 中央運送㈱

山本由起子 富士陸送㈱

15期 秋元　守 まるあ秋元運送㈲

大舘  明 ㈱ エス・ジーホールディングス

大塚 祐貴 マルニ運輸㈲

大橋 直弘 （公社） 全日本トラック協会

大森 昌弘 大賀運輸㈱

小川 裕史 （公社） 全日本トラック協会

小倉 政人 七福運送㈱

尾崎 寿雄 北多摩運送㈱

小田切 秀夫 ㈱トーショー

黒澤 美恵子 日高運輸㈱

小林 正嗣 ㈱小林運送

小山 龍次 スワ運輸㈱

齋藤　悟 田口運送㈱

齊藤　隆 ＯＳＯ㈱

竹村 茂孝

土屋　穂波 東江運輸(株)

冨田 隆弘 ㈲大昌運輸

新井田 知成 ㈱ハンディーズ

平井 聖尊 東京港運送㈱

藤森 信彦 田口運送㈱

前西原 清城 Officeうりずん社会保険労務士・行政書士事務所

増田 督人 日本ロジテム㈱

町田　誠人 町田運送店㈱



期別 氏名 会社名

山田 晋之丞 ㈲丸晋運送

若林 博喜 ㈱シンコー

16期 雨谷　一宇 ㈱茨城荷役運輸

飯塚　俊介 日高運輸㈱

飯塚　浩行  （公社）全日本トラック協会

岩田　享也 八大㈱

大野　雅俊 都流通商会㈱

小倉　正也 茨城流通サービス㈱

斧田　辰美 ㈱トーショー

金坂　信也 ㈱葛飾物流

栗原　貴志 （一社） 東京都トラック協会

黒澤　晃 ㈱エスティーシステム

小島　敦 田口運送㈱

小林　大悟 ㈱東京ロジステック小林徳市運送

櫻井　学 ㈱コダ運輸

島崎　禎久 竹内運輸工業㈱

鈴木　英二 多摩運送㈱

机　吉仁 北多摩運送㈱

土田　武士 関東冷凍運輸㈲

中西伸次郎 日本ロジテム㈱

中根　恵理 東江運輸㈱

萩原　淳一 多摩運送㈱

畠山　義彦 キャリーネット㈱

平田　和之 大賀運輸㈱

望月　昭夫 望月運送㈱

吉田　将一  （公社）全日本トラック協会

和田　一男 東和物流㈱

17期 大竹　篤史 多摩運送㈱

大野　敦史 大沢運送㈱

岡野　悟史 常南通運㈱

小髙　英暁 大沢運送㈱

加藤　進司 板橋商事㈱

加藤　史絵 （公社）全日本トラック協会

鎌田　満 ㈱宮島運輸

鴨山　周三 大剛運輸㈱

小峯　洋二 ㈲ケーズライン

佐藤　文平 トーヨーエキスプレス㈱

佐野　渉 多摩運送㈱

清水　信行 都流通商会㈱

谷　博司 （公社）全日本トラック協会



期別 氏名 会社名

土屋　昌彦 大賀運輸㈱

原田　康夫 青葉運輸㈱

平尾　尚士 田口運送㈱

宮田　力 東京共同ロジテム㈱

森田　和士 （一社）東京都トラック協会

森本　信成 東亜物流㈱

山岸　和子 東江運輸㈱

渡邉　一崇 東京港運送㈱

18期 青木　浩二 ㈱アジェクト

石橋　一寛 千南商事㈱

井上　寛 大沢運送㈱

遠藤　義行 多摩運送㈱

生沼　芳清 ㈱OINUMA　HOLDINGS

太田　将寛 日本貨物運送協同組合連合会

落合　泰 大沢運送㈱

川原　忍 田口運送㈱

新川　貴之 多摩運送㈱

杉田　淳一 ㈲東千運輸

高梨　和之 有隣運送㈱

永谷　浩規 （一社）東京都トラック協会

野山　貴裕 ㈱三急運輸

畑中由紀人 ㈱フコックス

平川　信 イズミ物流㈱

福榮　貴 大賀運輸㈱

福田　直広 （一社）東京都トラック協会

藤田　光 ハコブ㈱

古屋　龍彦 山梨高尾貨物㈱

松倉　武尊 竹内運輸工業㈱

松村　文男 田口運送㈱

松本　英孝 ㈱豊運輸

見津　明 ㈱アロンラインサービス

19期 青野　拓朗 ㈱トーショー

阿部　晋也 竹内運輸工業㈱

池　達郎 （一社）神奈川県トラック協会

植原　英泰 大坂屋運送㈱

賀来　融 多摩運送㈱

勝田　正純 ㈱光陽ライン

金子　友之 丸新梱包運輸㈱

神谷　聡宏 エス・シー・エス流通㈱

河井　春樹 五興運輸㈱

京角　正男 ㈱国分



期別 氏名 会社名

酒井　龍生 川崎陸送㈱

笹本　裕美 白根運送㈱

篠﨑　純 ㈱興真運送

清水　基 ハコブ㈱

新保　文琴 協同運輸㈱

末松　晴美 ㈱平成通商

鈴木　哲夫 北多摩運送㈱

高橋　昭彦 ㈱宮島運輸

高畑　幸司 共立輸送㈱

高山　和彦 菱倉運輸㈱

中村　美智弘 イズミ物流㈱

野中　政樹 日本ロジテム㈱

馬場　崇仁 ㈱折一

藤原　武郎 多摩運送㈱

三浦　修大 トーヨーエキスプレス㈱

村田　匡弘 ㈱山加

森田　俊一 大沢運送㈱

若林　輝 ㈱シンコー

20期 浅野　直人 竹内運輸工業㈱

川島 健太郎 アイ・エス運輸㈲

北岡　晃一 ㈱光陽ライン

木村　聖棋 田口運送㈱

工藤　晃揮 イズミ物流㈱

齋藤　孝行 （一社）東京都トラック協会

島根　栄治 菱倉運輸㈱

末貞　準一郎 多摩運送㈱

鈴木　輝 ㈲ケーズライン

高林　陽介 日本ロジテム㈱

土居　良太 根本運送㈱

星野　裕美 ㈱フコックス

山口　貴範 青葉運輸㈱


