
 

                     令和元年度苫工卒業生 

         卒業名簿と進路先一覧                       

  

 令和元年度苫工卒業生２３８名（全日制２２９名、定時制９名)が３月２日、元気で卒業式を終

え、社会へ巣立ちました。 

 同窓生が関係する企業・官庁に入る卒業生もいるかと思います。絆の強いのが苫工の伝統であり、

後輩の面倒見がよいことでもよく知られているとことです。先輩として厳しい中にも、温かなご指導

を是非お願いします。 

 

全日制課程 

土木科 担任 水野 達也 

浅水  廉  阿部 剣汰  有馬 大智  石川 正真  泉田  尊  板井 悠真  岩川  拓馬  奥野 拓海 

加藤信乃介  菊地 健介  桐山 成生  桑島三士郎  櫻井 悠斗  佐々木一翔  佐々木寛太  佐藤 亨亮  

佐藤 智輝  七田 宇宙  島谷  蓮  白石  光  杉田 直生  鈴木 貴大  鈴木 陽人  須藤 大一  

住谷 大輝  髙橋 育弥  竹下 翔瑛  竹鼻  翔  辻  太陽  橋本 空登  場谷 龍輝  原田 大生 

飛彈 雷大  堀井結以斗  牧野 拓真  三浦  旭  盛  功輝  渡邉 幸太 

《主な進路先》 

アイシン北海道㈱(2)、岩倉建設㈱、苫小牧市役所(3) 、勝幸辰建設㈱、日鍛バルブ㈱、三菱アルミニウム㈱富士製作

所、デノラ・ペルメレック・ＤＳＥ製造㈱、北海道石油共同備蓄㈱北海道事業所、㈱小林組、菱中建設㈱(2)、赤平市

役所、㈱デンソー北海道、㈱ノーザンマリン、日産車体マニュファクチュアリング㈱、㈱セノン千歳支社、㈱小金澤

組㈱出光プランテック北海道、大綱建設㈱、北海道ガス㈱、㈱テツゲン君津支店、㈱タナカコンサルタント、白老町役

場、㈱滝沢建設、北海土建工業(株)、㈱玉川組、盛興建設㈱、苫ガス燃料㈱、伊藤組土建㈱ 

 

北海道科学大学工学部 、北翔大学教育文化学部、国際武道大学、日本航空専門学校 、札幌マンガアニメ&声優専門

学校 

 

 

  



建築科 担任 北側 智哉 

青山 侑平  秋村 京佑  上杉 莉玖  内山  心  大井研太朗  片桐 優里  金子 駿介  菊池  茜 

工藤 歩斗  小林 凌太  佐々木虎太郎  佐々木智花  佐藤  憧  佐藤 柚輝  沢谷 陽斗  鈴木 隆征 

田中  涼  田鍋 篤也  田邉 琉来  玉井健太郎  富田 爽良  中村 七生  中村  優  根山 瑠斗 

野沢 隼也  日ヶ久保涼介  東田  七海 廣田  涼介 藤浪 崚雅  堀  誠彬  前田 幹太   丸山 虎流 

溝渕 拓海  南  優斗  村上拳志朗  村上 大成  最上 稜平  茂地 柾宜  横見  創  渡辺 千希 

《主な進路先》 

㈱三五北海道、本田技研工業㈱埼玉製作所、北海道開発局(3)、東芝電波プロダクツ㈱、㈱タナカコンサルタント、高

杉工務店、菱中建設㈱、(財)航空保安事業センター、岩倉建設㈱、盛興建設㈱、越智建設㈱(2)、いすゞエンジン製造

北海道㈱、北海道石油共同備蓄㈱北海道事業所、㈱デンソー北海道、岩田地崎建設㈱、大木建設㈱札幌支店、大鎮キム

ラ建設㈱、住友電気工業㈱横浜製作所、本田建築事務所、日本板硝子北海道㈱、コスモ建設㈱苫小牧店(2)、野口観光

㈱(2)、藤建設工業㈱、北海道防衛局(2)、㈱SUBARU 群馬製作所、三和シャッター工業㈱北海道事業部、㈱シーヴイ

テック北海道 

 

北海学園大学工学部、北海道科学大学工学部、札幌医学技術福祉歯科専門学校、北海道ハイテクノロジー専門学校(3)、

北海道芸術デザイン専門学校  

 

 

電子機械科  担任 竹内  孝 

阿部 拳士  石門 琉輝  大上 修斗  奥野 貴啓  金澤 慶汰  神山竜之輔  茅森 樹哉  倉本 将虎 

今野 雄斗  斉藤  聖  齊藤  開  酒井 瑞希  佐々木大輔  佐藤 優星  佐藤 芳樹   澤口 優斗 

庄司 達矢  高橋琉稀哉  武部 敏也  田中 湧音  丹波 圭祐  千葉 勇太  長曽 祐馬  土井 遥介 

中村 新汰  牧田  翔  松浦  央  松野 圭祐  水島 光稀  皆見 宏斗  村田 冬馬  山崎 文汰 

山田 健史  吉田 拓夢  四方 海星  和田 翔梧 

《主な進路先》 

㈱デンソー本社、北海道パワーエンジニアリング㈱、不二電子工業(株)千歳工場、ニチアスエンジニアリングサービス

㈱、エステティックMalu、日本ニューホランド㈱、㈱シーヴイテック北海道、ＪＦＥプラントエンジ㈱京浜事業所、

(一社)日本血液製剤機構、王子エンジニアリング㈱苫小牧事業部(2)、苫小牧埠頭㈱(2)、住友重機械マリンエンジニア

リング㈱、(有)長尾組鉄工、東芝エレベータ㈱北海道支社(2)、日鉄テックスエンジ㈱君津支店、三菱電機ビルテクノ

サービス㈱北海道支社、いすゞ自動車㈱、日軽北海道㈱、日鉄テックスエンジ㈱室蘭支店、トヨタ自動車北海道㈱、月



島機械㈱室蘭工場、日本製鉄㈱室蘭製鉄所(2)、トヨタ自動車㈱、住友電気工業㈱横浜製作所、胆振東部消防組合 

 

北海道科学大学工学部(3) 、北海道情報大学経営情報学部(2)、専門学校北日本自動車大学校 (2)、大原法律公務員専門

校 

 

 

 電気科 担任 今村 尚貴 

安藤 尚人  池田 悠人  石井 海斗  市岡 竜弥  入原 太陽  上田  晶  江幡  優  大澤 光稀 

大山   叶  岡崎 冴生  小川 龍斗  尾崎 哲平  長内 篤史  上澤 和馬  小幡 道夢  紺谷  颯 

佐藤   楓  塩野 由汰  白籏凜太郎  菅原 和希  鈴木 脩大  坪 虎太郎  土居 優斗  長澤  亮 

南部 大棋  野本 凌我  長谷川 大  原田  駿  福士 翔大  藤井 裕暉  堀内 凌斗  本間 悠太 

三上 謙人  南   柊  明井 拓斗  室井 勇人  目黒 一飛  安岡 佑馬  吉本 雄人  渡邊 輝樹 

 

《主な進路先》 

東洋製罐㈱千歳工場、日鉄テックスエンジ㈱君津支店、㈱ダイヘン、ＪＦＥプラントエンジ㈱千葉事業所、富士電機㈱

千葉工場、トヨタ自動車北海道㈱、㈱新興電気、苫小牧埠頭㈱(2)、中部鋼鈑㈱、北海道電力㈱、アイシン北海道㈱、

㈱三英社製作所北海道事業所、㈱シーヴイテック北海道、日本製鉄㈱君津製鉄所、日鉄テックスエンジ㈱室蘭支店、ホ

クレンくみあい飼料㈱(2)、(一社)日本血液製剤機構、イオンディライト㈱北海道支社、㈱中村電気、(財)北海道電気

保安協会、中部飼料(株)本社、パナソニック㈱ＩＳ社北海道地区、㈱電制、(財)北海道電気保安協会、ＪＦＥスチール

㈱東日本製鉄所(2)、富士電機㈱川崎地区事業所川崎工場、苫東コールセンター㈱、 ㈱関電工、㈱明電舎、東芝インフ

ラシステムズ㈱、日本製鉄㈱室蘭製鉄所、伸盛電気工事、㈱デンソー北海道、櫻護謨㈱大田原製作所、北海電気工事㈱

(2) 

 

環境化学科  担任 和泉 彰洋 

石井 絃太  伊藤 瑠威  岩間 勇斗  上田 晃輝  上野竜士朗  大角地龍馬  岡本 海里  小野寺愛華 

加藤  隼  菊池 圭悟  城戸 祐大  倉根 大知  小堤 匡騎  紺野 海斗  佐々木 周  鈴木 崇広 

高田 淳広  丹羽 浩耀  友峯 健太  中澤 悠翔  中野 琉生  永幡 幸大  中原  凌  中村  武 

萩田  海  橋本 優志  長谷川裕哉  畠山 元希  濱田 裕貴  林  怜生  藤岡 倖大  星 琉玖翔 

細川 友冶  本田 和帆  宮越 若菜  宮本飛雄馬  吉川 大地  渡辺 鈴音 

 



《主な進路先》 

㈱ダイナックス、ＤＩＣ北日本ポリマ㈱北海道工場(3)、 北海道石油共同備蓄㈱北海道事業所、㈱ナンバーワン、第一

金属㈱、理工協産㈱、㈱ゴードー、北海道曹達㈱、日鉄テクノロジー㈱室蘭事業所、北海道パワーエンジニアリング㈱、

ゴールドパック㈱恵庭工場、㈱シーヴイテック北海道、㈱ケイシイシイ、㈱大塚製薬工場、丸善石油化学㈱千葉工場、

東洋ガラス㈱千葉工場、㈱出光プランテック北海道、㈱日本触媒、ＪＸＴＧエネルギー㈱千葉製油所、ＪＸＴＧエネル

ギー㈱川崎製油所、日油㈱川崎事業所、旭化成㈱川崎製造所、㈱ＮＵＣ川崎工業所、コスモ石油㈱、ＡＧＣ㈱千葉工場、

出光興産㈱、富士石油㈱袖ケ浦製油所、ＪＸＴＧエネルギー㈱根岸製油所、苫東石油備蓄㈱苫小牧事業所、三井化学㈱

市原工場、ホクレン肥料㈱、北海道電力㈱、神奈川県警察 

 

札幌学院大学経営学部、酪農学園大学農食環境群、札幌科学技術専門学校 

 

 

情報技術科 担任 大橋 忠明 

相原 瑞樹  浅利 竜二  荒井  楓  伊藤  駿  稲葉 竜也  沖津 朋侑  尾崎  碧  小野 優太 

蛎崎 洸生  風間 悠希  金子 翔太  川名 優輝  川村 優斗  小岩 初恩  櫻木 拓斗  佐藤 一馬 

末吉 冬馬  外山 香澄  髙杉 誠也  田辺  諒  長栄 一真  燕  晃平  福島 洋樹  別府 凌成 

本間 伊織  増田 祐真  松本 千裕  松本 凜大  三上  萌  村岡 諒哉  村山 愛侑  森田 英流 

柳山 泰信  山口 空馬  山本 研人  横井 太一  吉川 楽士 

《主な進路先》 

東洋佐々木ガラス㈱千葉工場、ＯＫＩクロステック㈱、東京地下鉄㈱、㈱北海道日立システムズ、自衛隊一般曹候補生、

ミツミ電機㈱千歳事業所、ＰＦＵ北海道㈱、ＰＦＵ北海道㈱、三菱電機特機システム㈱、本田技研工業㈱埼玉製作所、

トヨタ自動車北海道㈱、富士アイティ㈱、マツダロジスティクス㈱、㈱カナモト、雪印メグミルク㈱、東芝ＩＴサービ

ス㈱、㈱ＮＴＴ東日本－北海道、ホクレン肥料㈱、㈱シーヴイテック北海道、㈱ジーテクト本社、セイコーエプソン㈱、

㈱フジトランスライナー苫小牧営業所、トレードマックス、山崎製パン㈱、(一社)日本貨物検数協会 北海道支部 

 

公立千歳科学技術大学理工学部、北海道情報大学情報ﾒﾃ゙ ｨｱ学部、札幌大学地域共創学群、日本大学工学部、札幌ﾋ゙ ｼ゙ ｭ

ｱﾙｱー ﾂ専門学校、総合学園ﾋｭー ﾏﾝｱｶﾃ゙ ﾐー 札幌校、吉田学園情報ﾋ゙ ｼ゙ ﾈｽ専門学校、吉田学園公務員法科専門学校 、札幌科学

技術専門学校 (2)、 総合学園ﾋｭー ﾏﾝｱｶﾃ゙ ﾐー   ﾊ゚ ﾌｫー ﾐﾝｸ゙ ｱー ﾂｶﾚｯｼ゙ 、北海道情報専門学校 

   

 



 

 

定時制課程 

機械科 担任 西澤 哲也 

黒田  翔  齊藤 塊斗   櫻庭 龍也   千坂 悠翔   常野 清貴 

《主な進路先》 

  トヨタ自動車北海道㈱(2)、㈱イワクラ、 

 

 北海道立苫小牧高等技術専門学院 

 

 

建築科 堤  洋之 

佐藤 輩斗   清水 広行   髙杉 后   津田 美沙 

  

《主な進路先》 

  ㈱マテック、北旺運輸㈱ 

 

   札幌マンガ・アニメ&声優専門学校 

 


