
令和5年4月1日現在

都道府県 登録番号 氏名 勤務先

鳥取県 1315 山下 和明 (株)ジーアイシー

(37名) 1359 河田 高志 (株)ジーアイシー

3113 牧田 隆則 (株)ジーアイシー

3428 三浦 正幸 (株)ジーアイシー

3751 佃 哲範 (株)ジーアイシー

682 松本 義政 (株)ヒノコンサルタント

2361 小原 志保 (株)ヒノコンサルタント

2364 森下 貴志 (株)ヒノコンサルタント

2780 中林 亮 (株)ヒノコンサルタント

3954 遠藤 進 (株)ヒノコンサルタント

4332 猪崎 桂子 (株)ヒノコンサルタント

890 加藤 朗 (株)ヨナゴ技研コンサルタント

3919 武田 稔 (株)ヨナゴ技研コンサルタント

4061 松田 葉子 (株)ヨナゴ技研コンサルタント

4069 小川 豊 (株)ヨナゴ技研コンサルタント

2834 進 貢一郎 (株)ワーパス

4358 香田 夏己 (株)ワーパス

3252 山路 慎一 (株)広洋コンサルタント

1146 岡村 文隆 (株)山陰都市開発研究所

1144 井田 好一 (株)朝日コンサルタント

2025 山添 宏文 (株)日化技研

863 井関 茂 サンイン技術コンサルタント(株)

856 田口 勝美 シンワ技研コンサルタント(株)

1143 門脇 亙 シンワ技研コンサルタント(株)

3429 矢原 玄気 シンワ技研コンサルタント(株)

4327 天沼 由記子 シンワ技研コンサルタント(株)

464 西村 伸二 ダイニチ技研(株)

2143 引田 博文 西谷技術コンサルタント(株)

2363 細井 秀樹 西谷技術コンサルタント(株)

1435 吉岡 秀幸 鳥取県土地改良事業団体連合会

1604 山本 秀延 鳥取県土地改良事業団体連合会

1985 坂本 親雄 鳥取県土地改良事業団体連合会

4044 柏木 大作 鳥取県土地改良事業団体連合会

3890 橋井 正幸 椿コンサルタント(株)

1096 山口 雅実 鵬技術コンサルタント(株)

1097 竹中 裕貴 鵬技術コンサルタント(株)

1147 山松 紀文 鵬技術コンサルタント(株)

島根県 1092 加地 慶剛 (株)アース

(50名) 865 長崎 高芳 (株)カイハツ

981 四方田 朋之 (株)カイハツ

1462 河原 宏 (株)カイハツ

1463 澤田 千春 (株)カイハツ

令和5年度　農業土木技術管理士登録名簿(中国四国ブロック 244名)
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2360 片寄 修二 (株)カイハツ

2581 松原 一彦 (株)カイハツ

236 新宮 保 (株)コスモ建設コンサルタント

794 嘉藤 太史 (株)コスモ建設コンサルタント

1400 松原 啓 (株)コスモ建設コンサルタント

444 山﨑 富男 (株)サンワ

4099 川神 清之介 (株)サンワ

929 佐々木 照元 (株)シマダ技術コンサルタント

956 高橋 浩道 (株)シマダ技術コンサルタント

1141 吾郷 仁志 (株)トーワエンジニアリング

1094 多納 延之 (株)ワールド測量設計

1991 瀬島 浩司 (株)ワールド測量設計

1992 木村 敏隆 (株)ワールド測量設計

3632 高橋 宏道 (株)ワールド測量設計

1892 平野 昌之 (株)昭和測量設計事務所

1990 前濵 昭生 (株)太陽建設コンサルタント

1098 長廻 務 (株)竹下技術コンサルタント

1136 石川 徹 (株)竹下技術コンサルタント

3810 三輪 重夫 (株)竹下技術コンサルタント

1312 板倉 修作 (株)日本海技術コンサルタンツ

2576 板倉 喜久 イズテック(株)

3807 佐々木 義朗 イズテック(株)

509 矢田 眞悟 パルス建設コンサルタント(株)

1789 常松 徹 パルス建設コンサルタント(株)

1987 河野 広樹 山陰開発コンサルタント(株)

1988 永井 哲雄 山陰開発コンサルタント(株)

2580 古川 拓治 山陰開発コンサルタント(株)

3171 有本 浩樹 山陰開発コンサルタント(株)

3210 中村 直樹 山陰開発コンサルタント(株)

1290 生垣 浩 出雲グリーン(株)

506 森山 誠 島建コンサルタント(株)

1076 和田守 直行 島建コンサルタント(株)

1218 森下 篤 島根県土地改良事業団体連合会

1429 大岩 真紀 島根県土地改良事業団体連合会

1431 安部 忠敏 島根県土地改良事業団体連合会

1568 東 博行 島根県土地改良事業団体連合会

1571 石築 秀美 島根県土地改良事業団体連合会

2136 三島 幸二 島根県土地改良事業団体連合会

2139 大屋 了次 島根県土地改良事業団体連合会

2140 桑垣 誠 島根県土地改良事業団体連合会

2579 門脇 信彦 島根県土地改良事業団体連合会

2777 梶谷 美輝 島根県土地改良事業団体連合会
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4269 竹田 和也 島根県土地改良事業団体連合会

4357 川邊 史朗 島根県土地改良事業団体連合会

4365 牧原 元気 島根県土地改良事業団体連合会

岡山県 1993 板谷 裕司 (株)ウエスコ

(28名) 2566 高橋 邦治 (株)ウエスコ

1896 佐田 真 (株)エイト日本技術開発

3074 松田 俊史 (株)エイト日本技術開発

2564 塩田 仁司 (株)カイハツ

3496 能登原 啓太 (株)カイハツ

3501 的場 充範 (株)カイハツ

4003 大名門 志郎 (株)カイハツ

4368 中田 達也 (株)カイハツ

29 重近 継明 (株)チェリーコンサルタント

200 三宅 克之 (株)チェリーコンサルタント

3426 羽原 正樹 (株)チェリーコンサルタント

3675 福光 隆二 (株)チェリーコンサルタント

1548 山口 喜平 (同)アークシステム

3292 池田 彰 NTCコンサルタンツ(株)

1565 津下 善庫 岡山県土地改良事業団体連合会

3956 難波 俊文 岡山県土地改良事業団体連合会

551 山崎 和宣 新光技術開発(株)

1790 山本 省二 新光技術開発(株)

2775 寺尾 紀彦 新光技術開発(株)

2776 政田 和男 新光技術開発(株)

3424 田中 浩 新光技術開発(株)

3967 佐川 恵理子 日化エンジニアリング(株)

4139 大内 慶子 日化エンジニアリング(株)

4285 星島 直弥 日化エンジニアリング(株)

851 原田 道弘 日本インフラマネジメント(株)

3670 塩津 賢祐 蜂谷工業(株)

3718 鳥越 伸一 蜂谷工業(株)

広島県 3287 菊地 岳史 (一財)建設物価調査会

(15名) 3423 亀谷 俊德 (一財)建設物価調査会

3422 岡 祐市 (株)サンテックインターナショナル

3489 奥 仁志 (株)サンテックインターナショナル

305 峯岡 静彦 (株)ミネ技術

944 高橋 圭一 (有)ジーアイエスコンサルタント

798 正岡 佳典 アジア航測(株)

315 森井 達典 広建コンサルタンツ(株)

3806 吉川 健治 広島県土地改良事業団体連合会

3850 水下 和彦 広島県土地改良事業団体連合会

4233 林 剛 広島県土地改良事業団体連合会
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1289 田村 龍彦 三和測量設計(株)

264 湊 健二 内外エンジニアリング(株)

3310 中迫 芳臣 内外エンジニアリング(株)

70 岩瀬 益造 南興測量設計(株)

山口県 1561 五田 芳治 (株)タマエンジニアリング

(34名) 1580 小見山 保久 (株)タマエンジニアリング

1795 平田 幸夫 (株)リクチコンサルタント

3325 金重 憲治 (株)宇部セントラルコンサルタント

857 吉岡 英雄 (株)宇部建設コンサルタント

3019 藤本 豪 (株)三建調査設計

1793 原中 浩二 (株)山口建設コンサルタント

2078 伊藤 健一 (株)水巧技術コンサルタント

4050 清水 浩一 (株)巽設計コンサルタント

1995 川畑 俊明 (株)田中技研コンサルタント

1353 伊村 繁雄 (有)泉土木コンサルタント

2956 林 一男 (有)泉土木コンサルタント

1162 川野 吉昭 宇部興産コンサルタント(株)

1605 中原 孝生 宇部興産コンサルタント(株)

3427 廣崎 政行 宇部興産コンサルタント(株)

3431 恵美奈 尚 宇部興産コンサルタント(株)

3434 西 賢倫 宇部興産コンサルタント(株)

3436 六藤 和成 宇部興産コンサルタント(株)

4191 山縣 宏紀 宇部興産コンサルタント(株)

4343 三藤 政信 宇部興産コンサルタント(株)

1598 柴崎 一良 山口県土地改良事業団体連合会

1998 椎木 亘 山口県土地改良事業団体連合会

2350 上野 博正 山口県土地改良事業団体連合会

2353 北村 秀樹 山口県土地改良事業団体連合会

2357 山本 孝 山口県土地改良事業団体連合会

2388 福田 紀彦 山口県土地改良事業団体連合会

2567 高橋 謙治 山口県土地改良事業団体連合会

3968 野村 のぞみ 山口県土地改良事業団体連合会

4004 橋岡 栄二 山口県土地改良事業団体連合会

4150 新川 義彦 山口県土地改良事業団体連合会

4265 藤本 順子 山口県土地改良事業団体連合会

4307 岩本 卓也 山口県土地改良事業団体連合会

3996 時山 健志 山口県土地改良事業団体連合会

2356 三輪 浩之

徳島県 2003 松井 良徳 (株)エイト日本技術開発

(34名) 1139 井内 昇 (株)エコー建設コンサルタント

3808 高田 章徳 (株)エス・ビー・シー

3809 前田 博志 (株)エス・ビー・シー



令和5年4月1日現在

都道府県 登録番号 氏名 勤務先

令和5年度　農業土木技術管理士登録名簿(中国四国ブロック 244名)

4362 三宅 一生 (株)エス・ビー・シー

2069 橋本 勢司 (株)フジみらい

2135 小西 秀敏 (株)フジみらい

1145 吉川 敏明 (株)環境防災

1408 木宮 正延 (株)松本コンサルタント

2072 平尾 芳典 (株)松本コンサルタント

4082 吉岡 辰也 (株)松本コンサルタント

4084 西川 浩史 (株)松本コンサルタント

4085 三木 健輔 (株)松本コンサルタント

4086 松田 洋明 (株)松本コンサルタント

2142 中野 茂樹 (株)総合設計

3842 武田 実 (公社)徳島県土地改良事業団体連合会

3843 森本 友之 (公社)徳島県土地改良事業団体連合会

3844 山川 康宏 (公社)徳島県土地改良事業団体連合会

4008 津村 貴久 (公社)徳島県土地改良事業団体連合会

4306 三好 学 ニタコンサルタント(株)

4218 桧垣 幸男 吉野川北岸土地改良区

1796 大櫛 博之 光設計(株)

3918 矢野 幹雄 光設計(株)

3921 堀江 大助 光設計(株)

3953 亘 大和 光設計(株)

3805 井内 能文 徳島県

3836 山本 仁志 徳島県

3811 守田 誉 徳島県

2070 梅久 浩己 徳島県土地改良事業団体連合会

2562 勇 大介 徳島県土地改良事業団体連合会

3116 大石 博文 徳島県土地改良事業団体連合会

3216 佐野 公司 徳島県土地改良事業団体連合会

3306 矢野 周造 徳島県土地改良事業団体連合会

4284 井形 圭治 内外エンジニアリング(株)

香川県 3425 中條 昌之 (一財)建設物価調査会

　 (18名) 1900 長尾 和弘 (株)エース設計コンサルタント

1314 濱田 浩徳 (株)ジャスト西日本

850 今岡 幹人 (株)チェリーコンサルタント

1901 姜 華英 (株)チェリーコンサルタント

3420 冨岡 礼子 (株)チェリーコンサルタント

3549 小倉 武志 (株)チェリーコンサルタント

3550 小笠原 功 (株)チェリーコンサルタント

4303 社家 里枝子 (株)チェリーコンサルタント

4304 富家 智之 (株)チェリーコンサルタント

4354 喜多 愛 (株)チェリーコンサルタント

2573 宮下 雄公 (株)五星
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1803 竹川 和弘 (株)光洋設計

3227 新居 政文 (株)総合技建コンサルタント

3781 山地 隆範 まんのう町

1802 橋田 裕文 香川県土地改良事業団体連合会

2355 竹内 靖 香川県土地改良事業団体連合会

4183 坂本 晃一 香川県土地改良事業団体連合会

愛媛県 2352 金子 孝広 (株)アースコンサルタント

(23名) 2774 曽我部 潤 (株)アースコンサルタント

2953 黒田 良隆 (株)アースコンサルタント

3081 大塚 奈穂 (株)アースコンサルタント

2574 村松 秀康 (株)サンコー設計

186 髙智 昌二 (株)チェリーコンサルタント

853 峠 一郎 (株)ユニオン技研

2001 岡田 寛二 (株)橋本測量設計

3064 小笠原 公英 (株)小笠原工務所

1805 森貞 月澄 (株)芙蓉コンサルタント

810 品川 昭雄 (有)エイピー調査設計

2565 品川 大輔 (有)エイピー調査設計

4076 水口 一也 愛媛県土地改良事業団体連合会

1685 白石 徹 愛媛県土地改良事業団体連合会

3633 田口 吉生 愛媛県土地改良事業団体連合会

3739 松本 修司 愛媛県土地改良事業団体連合会

4283 島瀬 祐美 愛媛県土地改良事業団体連合会

954 井戸 政文 南海測量設計(株)

1082 沖田 孝幸 南海測量設計(株)

1083 西村 浩明 南海測量設計(株)

1575 柏崎 満 南海測量設計(株)

1686 福岡 洋行 南海測量設計(株)

2955 尺田 隆 南海測量設計(株)

高知県 3620 濵田 敏夫 高知県土地改良事業団体連合会

(5名) 3621 山中 隆二 高知県土地改良事業団体連合会

3723 山下 博 高知県土地改良事業団体連合会

4002 上原 幸次 高知県土地改良事業団体連合会

4146 芝 裕司 高知県土地改良事業団体連合会


