
令和5年4月1日現在

都道府県 氏名 勤務先

青森県 519 山下 雅之 (有)アーステック

(者174名) 1086 阿部 信孝 (株)アイテック

(補2名) 2243 志田 博幸 (株)アイテック

2320 工藤 浩 (株)アイテック

2356 小田野 浩美 (株)アイテック

2520 工藤 貢 (株)出雲

3030 新堂 政則 (株)出雲

689 中村 博孝 エイコウコンサルタンツ(株)

2247 斗澤 俊幸 エイコウコンサルタンツ(株)

594 野辺地 和則 エイト技術(株)

606 營田 新一 エイト技術(株)

739 柳沢 辰次 エイト技術(株)

897 佐藤 公則 エイト技術(株)

1220 馬場 一雄 エイト技術(株)

1921 太田 勝久 エイト技術(株)

1922 山道 勝則 エイト技術(株)

2106 西田 忍 エイト技術(株)

2918 斉藤 尚也 エイト技術(株)

3040 竹ケ原 秀晴 エイト技術(株)

3041 大村 俊昭 エイト技術(株)

3116 奥山 周 エイト技術(株)

509 米田 正樹 (株)オオタ測量設計

515 石倉 肇 (株)オオタ測量設計

717 太田 一雄 (株)オオタ測量設計

1575 漆畑 誠 (株)オオタ測量設計

1576 大村 聡 (株)オオタ測量設計

1577 伊沢 秀嗣 (株)オオタ測量設計

1765 佐野 文昭 (株)開発技研

2239 浅井 知樹 (株)開発技研

2355 對馬 貴幸 (株)開発技研

2863 小笠原 義仁 (株)開発技研

1923 工藤 秀一 (株)キタコン

1925 桑田 賢 (株)キタコン

1926 中澤 芳実 (株)キタコン

2104 千葉 進 (株)キタコン

2351 鳴海 祐介 (株)キタコン

2352 一戸 健一 (株)キタコン

2207 澁谷 勇 (株)協同測量社

1771 溝江 秀太 (株)弘明技術
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令和5年度　土地改良補償業務管理者等登録名簿（東北ブロック 者572名、補6名）



令和5年4月1日現在

都道府県 氏名 勤務先登録番号
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2695 法師濱 充雄 (株)興和

1766 吉岡 正 (株)コサカ技研

2249 福田 昇一 (株)コサカ技研

2466 梅内 義三 (株)コサカ技研

2575 石岡 康仁 (株)コンテック東日本

2576 山田 浩美 (株)コンテック東日本

1185 金浜 悟 (有)坂田測量

744 葛西 宏志 (株)サネックス

1066 前田 喜壽郎 (株)サネックス

2079 対馬 誠幸 (株)サネックス

2080 山谷 晃志 (株)サネックス

3000 松田 康伸 (株)三栄

1378 濱道 義国 (株)サンスイ技研

1764 高橋 義龍 (株)サンスイ技研

2541 田中 優祐 (株)サンスイ技研

613 外崎 美光 (株)三和技術

640 須藤 清芽 (株)三和技術

1767 中野 琢巳 (株)三和技術

1768 中村 靖洋 (株)三和技術

1769 西澤 昌義 (株)三和技術

2244 坂本 慎吾 (株)三和技術

2567 佐藤 允信 (株)三和技術

508 神 明彦 秀和設計コンサルタント(株)

1580 斉藤 弘幸 秀和設計コンサルタント(株)

1581 工藤 拓也 秀和設計コンサルタント(株)

1582 川村 マサ子 秀和設計コンサルタント(株)

1583 齋藤 愼一 秀和設計コンサルタント(株)

1661 鳴海 吉宏 秀和設計コンサルタント(株)

1770 寺沢 初男 秀和設計コンサルタント(株)

1928 清野 友子 秀和設計コンサルタント(株)

2099 木村 幹 秀和設計コンサルタント(株)

769 笠井 浩幸 (株)新栄測量設計

1285 松橋 史尚 (株)新栄測量設計

2637 永瀬 正之 新産測量(株)

590 小島 久 (株)しんとう計測

1660 濱田 富成 (株)しんとう計測

1772 阿部 千明 (株)しんとう計測

2096 奥瀬 誠 (株)しんとう計測

2246 高橋 正仁 (株)しんとう計測

2098 木村 和則 (株)青秋
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2100 佐藤 茂 (株)青秋

2078 葛西 勝男 セントラル技研(株)

3239 木村 拓生 セントラル技研(株)

770 葛西 武文 (有)創成技術

1159 佐々木 孝行 (株)そうほく設計

1748 四戸 征貴 (株)そうほく設計

1774 井村 良考 (株)測地コンサルシステム

1775 小野 篤史 (株)測地コンサルシステム

1776 鈴木 正光 (株)測地コンサルシステム

1777 横浜 忠雄 (株)測地コンサルシステム

2704 加藤 卓治 (株)測地コンサルシステム

2251 向屋敷 満 (株)第一測量設計

723 藤田 健 (株)大成コンサル

724 樋川 誠 (株)大成コンサル

1779 齋藤 英治 (株)大成コンサル

1780 佐藤 浩 (株)大成コンサル

1781 對馬 浩夫 (株)大成コンサル

1784 福士 宏二 (株)大成コンサル

1929 齋藤 陽介 (株)大成コンサル

2861 山形 和人 (株)大成コンサル

3060 成田 圭将 (株)大成コンサル

1787 船田 亜由美 (株)舘建設コンサルタント

1789 舘 良繁 (株)舘建設コンサルタント

1790 西塚 一幸 (株)舘建設コンサルタント

1930 小渡 寿和 (株)舘建設コンサルタント

1108 近藤 直樹 附田建設(株)

1931 奈良 英実 (株)東英

495 成田 信秀 東信技術(株)

585 笠井 利治 東信技術(株)

623 蝦名 清弘 東信技術(株)

1791 長内 雅之 東信技術(株)

1792 齊藤 譲一 東信技術(株)

1793 平山 篤美 東信技術(株)

1794 水口 信人 東信技術(株)

1795 坂本 年弘 東信技術(株)

1936 山中 央樹 東信技術(株)

2354 坂本 裕基 東信技術(株)

1796 大溝 剛弘 東北建設コンサルタント(株)

1797 白戸 智 東北建設コンサルタント(株)

1932 片谷 真 東北建設コンサルタント(株)
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1933 光谷 留美 東北建設コンサルタント(株)

2037 西舘 弘道 東北建設コンサルタント(株)

2327 工藤 雄幸 東北建設コンサルタント(株)

2589 古谷 仁 東北建設コンサルタント(株)

3025 須藤 敏 東北建設コンサルタント(株)

578 下川原 茂夫 東北測量(株)

2452 長谷川 義亮 東北測量(株)

2453 櫻庭 寿 東北測量(株)

2618 田邊 公信 東北測量(株)

1429 石田 裕也 東陽測量設計(株)

600 成田 正 (株)常磐測量設計

697 齋藤 忠男 (株)常磐測量設計

1667 前田 知則 (株)常磐測量設計

1668 藤本 孝明 (株)常磐測量設計

2075 小野 一磨 (株)常磐測量設計

1584 相馬 静 青森県土地改良事業団体連合会

1585 稲葉 章司 青森県土地改良事業団体連合会

1586 山川 臣司 青森県土地改良事業団体連合会

1587 今 勝司 青森県土地改良事業団体連合会

1588 泉谷 岳康 青森県土地改良事業団体連合会

1655 蛯名 優子 青森県土地改良事業団体連合会

1919 島津 章寿 青森県土地改良事業団体連合会

1920 鶴賀 文仁 青森県土地改良事業団体連合会

3178 豊川 正哉 青森県土地改良事業団体連合会

522 三浦 謙一 南部シビルコンサルタンツ(株)

549 米田 敏明 南部シビルコンサルタンツ(株)

1800 野呂 一治 (株)ニッソク

1934 小林 順治 (株)ニッソク

1935 須藤 隆博 (株)ニッソク

2240 岡田 朋暢 (株)ニッソク

2318 斉藤 弘幸 (株)ニッソク

2353 佐藤 靖 (株)ニッソク

1463 山中 政広 日東綜合(株)

1519 相川 和哉 日東綜合(株)

1520 古川 泰明 日東綜合(株)

1522 片山 正一 日東綜合(株)

2676 白戸 秀樹 日東綜合(株)

1937 竹谷 幸久 (一財)日本森林林業振興会

705 柿本 雅貴 (株)八戸測量設計

1798 石井 孝男 (株)八光コンサルタント
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1938 奈良 健二 (株)八光コンサルタント

1939 三上 隆夫 (株)八光コンサルタント

2101 城前 和男 (株)藤森測量設計

1940 田中 真樹 豊和コンサルタント(株)

2665 齊藤 和博 豊和コンサルタント(株)

649 佐藤 文明 (株)北青計測

1773 齋藤 昌弘 (株)北青計測

1284 佐藤 匡子 北建測量設計(有)

3242 西村 晃 (株)増川プロジェクト技建

3244 八木橋 信彦 (株)増川プロジェクト技建

1799 倉本 潤一 (株)みちのく計画

2546 蝦名 鉄三 (株)みちのく計画

1785 板垣 真二 (株)大和コンサルタント

1786 樋口 玄司 (株)大和コンサルタント

2580 渡邊 紘彰 (株)大和コンサルタント

補 204 岡村 一 エイト技術(株)

補 218 倉田 竜弥 エイト技術(株)
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岩手県 513 高橋 龍一 (株)アクト技術開発

(者133名) 713 阿部 日出也 (株)アクト技術開発

(補1名) 755 池田 幸哉 (株)一測設計

1403 髙橋 宏 (株)一測設計

1404 菅原 誠 (株)一測設計

2086 菅原 孝志 (株)一測設計

2366 山田 有里子 (株)一測設計

3185 髙橋 純子 (株)一測設計

3221 菊池 和柔 (株)一測設計

1143 藤村 弥衛 (株)岩手開発測量設計

2374 佐々木 俊二 (株)岩手開発測量設計

2375 山本 浩司 (株)岩手開発測量設計

2456 駒木 伸 (株)岩手開発測量設計

2979 杉渕 要 (株)オリエント測量設計

3024 松村 郁子 (株)オリエント測量設計

3072 伊東 義隆 (株)オリエント測量設計

936 平舘 章吉 (株)菊池技研コンサルタント

1112 佐藤 公一 (株)菊池技研コンサルタント

2631 小野寺 應治 (株)菊池技研コンサルタント

3029 佐藤 美千子 (株)菊池技研コンサルタント

3245 山口 加奈 (株)菊池技研コンサルタント

1262 佐々木 健太 (株)北日本朝日航洋

443 佐藤 浩康 (有)ケーエステック

2968 中村 健人 サンエスコンサルタント(株)

1656 藤森 義浩 (株)ジオ開発計画

2755 菊地 健二 (株)ジャスト・コンサルタント

2856 鈴間 和浩 (株)スズマ測量設計

2857 東 友和 (株)スズマ測量設計

2951 後藤 明日香 (有)先先測量

2552 佐藤 哲平 (株)総合土木コンサルタンツ

2588 原田 真吾 (株)総合土木コンサルタンツ

3146 遠藤 麻希 (株)総合土木コンサルタンツ

3073 髙橋 竜哉 (株)タックエンジニアリング

864 伊藤 一美 (株)中央測量設計

1820 及川 順子 (株)中央測量設計

2067 首藤 精治 (株)中央測量設計

3238 及川 秀一 (株)中央測量設計

648 菅原 修二 (株)東開技術

665 小野寺 隆 (株)東開技術

685 千葉 玲 (株)東開技術
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686 三浦 秋一 (株)東開技術

691 鈴木 誠弥 (株)東開技術

1251 菊池 勝 (株)東開技術

1377 石川 充哉 (株)東開技術

2666 佐藤 正浩 (株)東開技術

2667 千田 宏敦 (株)東開技術

2673 岩渕 良江 (株)東開技術

2692 羽田 英人 (株)東開技術

2937 及川 富貴子 (株)東開技術

2938 佐藤 友昭 (株)東開技術

512 及川 敏彦 東北エンジニアリング(株)

712 高橋 康彦 東北エンジニアリング(株)

775 工藤 由次 東北エンジニアリング(株)

780 駒木 俊光 東北エンジニアリング(株)

785 佐藤 浩司 東北エンジニアリング(株)

888 工藤 喜枝 東北エンジニアリング(株)

912 田屋 修 東北エンジニアリング(株)

1355 柴田 茂人 東北エンジニアリング(株)

1954 及川 一紀 東北エンジニアリング(株)

2108 北島 清春 東北エンジニアリング(株)

2658 菅野 夕子 東北エンジニアリング(株)

2771 野澤 克志 東北エンジニアリング(株)

2862 渡辺 直喜 東北エンジニアリング(株)

2911 佐々木 貴 東北エンジニアリング(株)

2967 佐藤 一志 東北エンジニアリング(株)

3014 根元 孝明 東北エンジニアリング(株)

3150 辰柳 かおり 東北エンジニアリング(株)

3211 門田 寛基 東北エンジニアリング(株)

387 菊池 亮 (有)東北測技

327 伊藤 宏 (株)東北プランニング

827 前角地 和広 (株)東北プランニング

1523 佐藤 淑恵 (株)東北プランニング

2838 千葉 芳道 (株)東北プランニング

3207 佐藤 晋 (株)東北プランニング

2378 昆野 辰太 岩手県土地改良事業団体連合会

2379 藤井 純 岩手県土地改良事業団体連合会

2595 高橋 敬史 岩手県土地改良事業団体連合会

2664 大村 力 岩手県土地改良事業団体連合会

2678 本宿 悌之 岩手県土地改良事業団体連合会

2705 工藤 将英 岩手県土地改良事業団体連合会



令和5年4月1日現在

都道府県 氏名 勤務先登録番号

令和5年度　土地改良補償業務管理者等登録名簿（東北ブロック 者572名、補6名）

3101 山田 貴清 岩手県土地改良事業団体連合会

3102 石岡 崇 岩手県土地改良事業団体連合会

1646 工藤 和彦 (株)土木技研

2113 西田 栄和 (株)土木技研

2530 佐々木 心 (株)土木技研

2890 伊藤 達也 (株)土木技研

3212 横田 邦広 (株)土木技研

3240 佐藤 澄枝 (株)土木技研

3241 砂沢 勝伸 (株)土木技研

1824 三浦 政喜 (有)ナイス測量

636 岡崎 宏 中井測量設計(株)

1653 佐々木 亮 中井測量設計(株)

2549 菅原 敦 中井測量設計(株)

714 秋元 正治 東日本測量設計(株)

1067 砂子 剛彦 東日本測量設計(株)

1236 田代 久美子 (株)藤森測量設計

1348 澤里 忠次 (株)藤森測量設計

1349 大内田 孝博 (株)藤森測量設計

1350 久保田 直樹 (株)藤森測量設計

1351 山下 三也 (株)藤森測量設計

1657 伊藤 浩之 (株)藤森測量設計

2095 秋山 美香子 (株)藤森測量設計

2105 中村 隆 (株)藤森測量設計

2241 小倉 由美恵 (株)藤森測量設計

2242 金子 秀明 (株)藤森測量設計

2248 林下 美子 (株)藤森測量設計

2252 米内 優子 (株)藤森測量設計

2479 長洞 良範 (株)藤森測量設計

2497 及川 哲治 (株)藤森測量設計

2616 竹鼻 佑介 (株)藤森測量設計

2740 齋藤 貞明 (株)藤森測量設計

2741 髙橋 勇哉 (株)藤森測量設計

2765 野田 史生 (株)藤森測量設計

2801 駒ヶ嶺 伸一 (株)藤森測量設計

2803 太田 俊也 (株)藤森測量設計

2928 佐々木 泰次 (株)藤森測量設計

2629 照井 竜一 (株)防災技術コンサルタント

2905 佐々木 憲孝 (株)防災技術コンサルタント

3002 小田嶋 好隆 (株)防災技術コンサルタント

3111 佐藤 正弘 (株)防災技術コンサルタント



令和5年4月1日現在

都道府県 氏名 勤務先登録番号

令和5年度　土地改良補償業務管理者等登録名簿（東北ブロック 者572名、補6名）

1804 中村 和明 北東北設計(株)

1942 百合川 賢 北東北設計(株)

2790 藤原 健一 北東北設計(株)

1809 内村 信行 北光コンサル(株)

789 宍戸 忠 (株)吉田測量設計

2643 田家 秀紀 (株)吉田測量設計

2371 平山 孝則 (株)ランド技術設計

3208 佐藤 浩 (株)ランド技術設計

658 木村 正男

752 山田 純仁

828 三上 昌明

910 高橋 恵子

2768 澤藤 伸孝

補 219 後藤 祐介 (株)藤森測量設計



令和5年4月1日現在

都道府県 氏名 勤務先登録番号

令和5年度　土地改良補償業務管理者等登録名簿（東北ブロック 者572名、補6名）

宮城県 476 佐々木 徹 岩倉測量設計(株)

(者78名) 1801 久慈 敏春 岩倉測量設計(株)

(補2名) 2467 菅原 公 岩倉測量設計(株)

2794 小野寺 秀文 岩倉測量設計(株)

2899 千葉 一好 岩倉測量設計(株)

3246 菅原 広文 岩倉測量設計(株)

2699 鈴木 孝徳 (株)ウイル

2837 菅原 広行 (株)ウイル

2974 遠藤 康広 (株)ウイル

2504 小湊 洋司 (株)エムソーシン

2505 川嶋 貴嘉 (株)エムソーシン

2919 狩野 和男 (株)エムソーシン

3015 相澤 英雄 (株)エムソーシン

3199 門田 千鶴 (株)エムソーシン

784 佐藤 和彦 (株)大江設計

853 秋葉 桂太 (株)大江設計

1009 佐々 秀一 (株)大江設計

1233 谷口 正敏 (株)大江設計

1542 杉山 智彦 (株)大江設計

1627 伊藤 浩雅 (株)大江設計

1941 森 信彦 (株)大江設計

2700 菅原 光洋 (株)大江設計

2793 菅原 純矢 (株)大江設計

2107 太田 俊昭 (株)協同測量社東北支社

883 菊田 享 気仙沼市役所 

478 佐々木 文敏 (有)高源工業

2368 小野寺 康裕 (株)光生エンジニアリング

1201 高橋 伸忠 (株)桑折コンサルタント

1413 一戸 正男 (株)桑折コンサルタント

1414 庄子 宗孝 (株)桑折コンサルタント

1805 高橋 真由美 (株)桑折コンサルタント

2684 内海 智也 (株)桑折コンサルタント

436 小池 昇 (株)佐々木建設

579 岩間 賢次郎 (株)サトー技建

733 大沼 伸敏 (株)サトー技建

1318 加藤 一也 (株)サトー技建

1380 伊藤 浩一 (株)サトー技建

1481 高橋 一将 (株)サトー技建

1648 田元 一樹 (株)サトー技建

2339 柴田 敏 昭和(株)



令和5年4月1日現在

都道府県 氏名 勤務先登録番号

令和5年度　土地改良補償業務管理者等登録名簿（東北ブロック 者572名、補6名）

2545 櫻田 治 昭和(株)

3181 土生木 晃 仙東技術(株)

3070 村上 清文 (株)ダイエツ

580 高橋 実 (有)大洋測量設計

1778 小松原 睦裕 (株)ダイワ技術サービス

1402 渡辺 仁 (株)丹野測量設計

1610 加藤 省幸 (株)丹野測量設計

1818 菅原 正幸 (株)丹野測量設計

1819 新田 俊郎 (株)丹野測量設計

2936 佐々木 亮 (株)丹野測量設計

680 藤原 弘 東北エンジニアリング(株)

1823 菅原 洋 東北エンジニアリング(株)

1802 鹿野 武仁 (株)東北パシフィック

3068 立花 光児 (株)東北パシフィック

3109 伊藤 成宏 東北農政局

3110 鳥海 修 東北農政局

3209 津梅 貞夫 東北農政局

583 菅野 孝一 宮城県土地改良事業団体連合会

943 保科 利文 宮城県土地改良事業団体連合会

1181 阿部 弘幸 日本振興(株)

2568 田中 博昭 日本振興(株)

2603 中尾 幸一 日本振興(株)

3193 阿部 俊幸 日本振興(株)

620 松野 昭雄 (株)東日本エンジニアリング

835 吉田 幸一 (株)東日本エンジニアリング

962 和山 忠雄 (株)東日本エンジニアリング

1105 後藤 英也 (株)東日本エンジニアリング

1206 鈴木 雄二 (株)東日本エンジニアリング

1222 宇佐美 哲也 (株)東日本エンジニアリング

2110 熊谷 好悦 (株)東日本エンジニアリング

2653 宮本 淳 (株)東日本エンジニアリング

2812 髙橋 修 (株)fine

2377 阿部 健悦 (株)北水コンサルタント

2668 鈴木 武彦 (株)北水コンサルタント

1217 八巻 稔 (株)星測量設計

2813 黒澤 幸博 (株)マドック

2814 佐々木 義浩 (株)マドック

2985 坂田 純一

補 199 及川 久仁子 (株)東北パシフィック

補 201 田丸 裕幸 石巻市



令和5年4月1日現在

都道府県 氏名 勤務先登録番号

令和5年度　土地改良補償業務管理者等登録名簿（東北ブロック 者572名、補6名）

秋田県 2256 小山 春行 (株)秋田総合建設センター

(者78名) 2259 加畠 清規 (株)秋田総合建設センター

(補1名) 2659 門脇 一人 いとう設計(株)

3112 田口 明与志 いとう設計(株)

3202 門脇 祥司 いとう設計(株)

1503 近 憲一 (有)羽後測量設計事務所

2363 宇佐美 正明 (株)ウヌマ地域総研

2515 石綿 智幸 (株)ウヌマ地域総研

2528 渡邉 謙吾 (株)ウヌマ地域総研

1666 須藤 民平 (有)大曲測量設計事務所

2360 髙橋 新 (有)大曲測量設計事務所

2362 堀川 啓一 (有)大曲測量設計事務所

1953 照井 信洋 (株)岡部総合技術

930 畑山 慶之 小川測量設計(株)

2853 鈴木 邦雄 小川測量設計(株)

3243 水木 大介 小川測量設計(株)

1540 高橋 正晴 (株)風間設計

1572 須田 重博 (株)風間設計

2762 佐々木 拓弥 興建エンジニアリング(株)

2774 高野 健一 興建エンジニアリング(株)

2364 野中 智也 (株)興和技術コンサルタント

2480 伊藤 貢生 (株)興和技術コンサルタント

808 巴 貴久 小松測量設計(株)

915 土田 隆 小松測量設計(株)

2579 髙橋 修 小松測量設計(株)

710 長崎 強 (株)さくら技研

3050 高橋 譲 (株)さくら技研

3056 佐藤 幸男 (株)さくら技研

1539 畑本 勉 (株)佐々木技術コンサルタント

1945 佐藤 崇弘 佐藤測量設計(株)

2359 田中 淳二 (株)三光技術コンサルタント

2808 高橋 学 (株)三光技術コンサルタント

2925 大槻 正樹 三航光測

543 三浦 良次 (有)サン測量設計事務所

895 佐川 健司 (有)サン測量設計事務所

1412 佐藤 茂樹 柴田工事調査(株)

2882 後藤 英一 柴田工事調査(株)

2885 京野 茂 柴田工事調査(株)

119 宇佐見 昭一 (株)水建技術

554 今野 寿和 (株)水建技術



令和5年4月1日現在
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862 泉谷 浩一 (株)水建技術

904 進藤 速人 (株)水建技術

970 工藤 信義 (株)水建技術

1238 安宅 和美 (株)水建技術

2361 大塚 拓也 (株)水建技術

2533 山中 紀男 (株)水建技術

3124 長井 一也 (株)水建技術

1482 沓沢 賢一 (有)セプト

1560 鈴木 一幸 (株)創瑛測量設計

2357 伊藤 英幸 (株)創瑛測量設計

1052 梁田 康宣 創和技術(株)

1447 船木 隆明 創和技術(株)

1817 齊藤 悟 創和技術(株)

2525 藤島 金正 創和技術(株)

2555 金子 寛己 創和技術(株)

2671 木村 智明 創和技術(株)

2672 三浦 裕之 創和技術(株)

1038 廣田 弘美 (株)測地環境コンサルタント

1121 高橋 久昭 (株)大測

875 小田島 誠一 東邦技術(株)

917 照井 一夫 (株)都市整備

2365 工藤 景 (株)都市整備

2454 高橋 徹 (株)都市整備

625 佐藤 求 秋田県土地改良事業団体連合会

627 鈴木 輝秋 秋田県土地改良事業団体連合会

918 照井 聡 秋田県土地改良事業団体連合会

2358 小野 広樹 (有)西奥羽測量設計

903 進藤 昭夫 (有)平鹿測量

2230 齊藤 久 (株)藤森測量設計

2809 成田 昭仁 (株)北州計画

305 小野 慶春 (株)矢留測量設計

900 白瀬 亀雄 (株)矢留測量設計

1218 佐藤 光之 (株)矢留測量設計

2043 清水川 陽大 (株)矢留測量設計

2587 田中 厚 (株)矢留測量設計

3027 土橋 真志 (株)矢留測量設計

3143 福田 祐貴 (株)ワイズシステム

3144 大野 幸一 (株)ワイズシステム

補 209 武藤 毎希 (株)水建技術
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山形県 127 成澤 正志 (株)石川測量事務所

(者68名) 2906 小林 享 (株)石川測量事務所

2907 五十嵐 浩 (株)石川測量事務所

526 栗原 時雄 大江設計(株)

538 遠藤 和義 大江設計(株)

1649 木村 昭彦 大江設計(株)

2253 相田 理恵子 大江設計(株)

2835 鈴木 利之 大江設計(株)

2836 星澤 朋美 大江設計(株)

3097 佐藤 保彦 大江設計(株)

3190 大武 雅孝 大江設計(株)

3191 今野 一弘 大江設計(株)

2380 味田 晃志 (株)春日測量設計

950 守谷 広泰 (株)金沢総合コンサルタンツ

1098 鏡 国彦 (株)金沢総合コンサルタンツ

427 細谷 孝義 (株)菅野測量設計

1806 平 昭美 (株)菅野測量設計

364 土田 太 (株)協同測量設計センター

419 平賀 孝一 (株)協同測量設計センター

232 伊藤 繁広 (株)工藤測量設計

1943 小原 正和 (株)ケンコン

2726 渡部 亨子 (株)ケンコン

2739 阪野 亮太 (株)ケンコン

2752 長谷部 敏一 (株)ケンコン

2981 小原 恭子 (株)ケンコン

3139 古畑 伸尚 (株)ケンコン

1022 滝田 健一 (株)寒河江測量設計事務所

2381 佐藤 貴洋 (株)寒河江測量設計事務所

1807 高橋 俊広 (株)三和技術コンサルタント

1947 大場 喜代美 (株)三和技術コンサルタント

1948 奥山 仁 (株)三和技術コンサルタント

2111 須藤 千春 (株)三和技術コンサルタント

2257 梶熊 千鶴 (株)三和技術コンサルタント

2261 髙橋 康志 (株)三和技術コンサルタント

2373 増森 敬三 (株)三和技術コンサルタント

2543 庄司 透 (株)三和技術コンサルタント

2547 野口 智広 (株)三和技術コンサルタント

2548 小野 光弘 (株)三和技術コンサルタント

1810 鈴木 岳夫 (株)庄内測量設計舎

1811 鈴木 栄史 (株)庄内測量設計舎
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1812 横山 修 (株)庄内測量設計舎

1951 安藤 正人 新和設計(株)

2254 安部 権祐 新和設計(株)

2372 髙橋 真司 新和設計(株)

2747 齋藤 恵太 新和設計(株)

1815 五十嵐 康 (株)鈴木測量事務所

1816 菅原 弘之 (株)鈴木測量事務所

162 石山 正則 (株)成和技術

2686 沼澤 隆志 (株)大成技術コンサルタント

3052 矢口 清太郎 (株)大成技術コンサルタント

3001 鈴木 賢治 (有)大地測量設計事務所

1300 渡辺 信一 (株)中央測量設計事務所

1822 遠藤 博幸 (株)中央測量設計事務所

2940 海老名 亮太 (株)中央測量設計事務所

1115 佐藤 吉彦 (株)出羽測量設計

2260 佐藤 竜 (株)出羽測量設計

247 笠原 勝 山形県土地改良事業団体連合会

313 渡邉 律彦 山形県土地改良事業団体連合会

406 田中 清 山形県土地改良事業団体連合会

913 丹 幸一 (株)双葉建設コンサルタント

933 早坂 和男 (株)双葉建設コンサルタント

877 小野 光子 ブレンスタッフ(株)

2609 矢口 松二 ブレンスタッフ(株)

2370 遠藤 和幸 (有)安野測量事務所

2592 粕谷 勉 (有)安野測量事務所

2623 安野 岳広 (有)安野測量事務所

3200 髙橋 満幸 両羽測量(株)

1301 大泉 健春
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福島県 510 佐藤 寿雄 (株)菊地測量設計

(者41名) 499 高根沢 正則 (株)建協測量設計

1074 中山 孝 (株)建協測量設計

837 渡辺 貴広 昭和技術設計(株)

847 八栁 徳朗 昭和技術設計(株)

1813 三浦 百恵 昭和技術設計(株)

1949 伊藤 真一 昭和技術設計(株)

2255 石川 祐一 昭和技術設計(株)

2534 石澤 美智春 昭和技術設計(株)

3053 小島 真由美 昭和技術設計(株)

3140 伊藤 信敬 昭和技術設計(株)

3141 熊田 光喜 昭和技術設計(株)

3285 塩 範子 昭和技術設計(株)

266 向山 淳 (株)大進精測

2931 鈴木 貴博 (株)大進精測

602 今井 賢二 福島県土地改良事業団体連合会

652 高橋 正一 福島県土地改良事業団体連合会

675 阿部 恒男 福島県土地改良事業団体連合会

748 三浦 宏幸 福島県土地改良事業団体連合会

2989 小林 徹 福島県土地改良事業団体連合会

3248 武藤 新弥 福島県土地改良事業団体連合会

199 安部 喜一 日本精測(株)

1297 井上 眞四 日本精測(株)

1310 菊地 広政 日本精測(株)

1663 上野 博久 日本精測(株)

1664 佐藤 哲也 日本精測(株)

2471 大友 喜男 日本精測(株)

3135 根本 守 日本精測(株)

584 面川 浩之 (株)日本測地コンサルタント

621 栁沼 美栄子 (株)日本測地コンサルタント

1212 大木 潤哉 (株)日本測地コンサルタント

1213 渡邊 賢一 (株)日本測地コンサルタント

1955 久納 弘士 (株)日本測地コンサルタント

3225 藁谷 友紀 (株)日本測地コンサルタント

3247 橋本 岳彦 (株)日本測地コンサルタント

3249 渡邊 朋也 (株)日本測地コンサルタント

2994 橋本 寿絵 橋本設計事務所

2969 木戸 武 (株)東日本エンジニアリング

3152 芳賀 健太郎 (株)東日本エンジニアリング

2593 松村 敏宏 (株)ふたば



令和5年4月1日現在

都道府県 氏名 勤務先登録番号

令和5年度　土地改良補償業務管理者等登録名簿（東北ブロック 者572名、補6名）

2996 小野 崇 (株)ふたば


