
令和5年4月1日現在

都道府県 氏名 勤務先

岐阜県 2523 佐々木 浩宗 (株)興栄コンサルタント

(者26名) 2688 岩腰 泰仁 (株)興栄コンサルタント

2689 小池 智樹 (株)興栄コンサルタント

2691 西 こずえ (株)興栄コンサルタント

2693 大橋 義夫 (株)興栄コンサルタント

2697 谷 敦司 (株)興栄コンサルタント

2875 足立 美帆 (株)興栄コンサルタント

3130 高井 理佐 (株)興栄コンサルタント

1299 伊藤 一将 大同コンサルタンツ(株)

1448 野畑 進 (株)テイコク

1161 木村 修久 (株)メイホーエンジニアリング

869 大岩 弘和 (株)ユニオン

985 青木 伸親 (株)ユニオン

1160 髙橋 政伸 (株)ユニオン

1750 今井 規雄 (株)ユニオン

2630 村瀬 光浩 (株)ユニオン

2777 小原 雄一郎 (株)ユニオン

2778 森 直隆 (株)ユニオン

2789 村橋 利香 (株)ユニオン

2827 山下 典明 (株)ユニオン

2876 河合 秀昭 (株)ユニオン

2878 宮島 君典 (株)ユニオン

2962 安藤 茂紀 (株)ユニオン

3098 渡辺 守 (株)ユニオン

3099 藪下 太輔 (株)ユニオン

3018 大橋 祐希 (株)ランド・コンサルタント
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愛知県 2458 栗林 正人 愛知県尾張建設事務所

(者68名) 1636 野澤 誠史 (株)葵エンジニアリング

1713 吉村 智 (株)葵エンジニアリング

1721 村瀬 孝泰 (株)葵エンジニアリング

1848 山本 純悟 (株)葵エンジニアリング

2144 熊﨑 史安 (株)葵エンジニアリング

2148 渡邉 真三 ＮＴＣコンサルタンツ(株)

2414 土江 治俊 ＮＴＣコンサルタンツ(株)

2496 番家 修 ＮＴＣコンサルタンツ(株)

1722 海野 弘史 (株)大増コンサルタンツ

2047 山口 浩司 協和調査設計(株)

2143 熊木 利江子 協和調査設計(株)

2825 竹本 政広 (株)興栄コンサルタント

1852 田中 雅司 (株)三愛設計

2877 辻井 康博 サンコーコンサルタント(株)

1307 中神 芳春 (株)三祐コンサルタンツ

2288 永田 泰成 (株)四門

2289 古家 孝浩 (株)四門

2290 峯 仁史 (株)四門

2980 芳井 隆之 (株)四門

3096 渡邉 修宏 (株)四門

3258 荘司 航太 (株)四門

3261 舘 利久 (株)四門

1980 加藤 貴浩 (株)新日

1981 小阪 浩治 (株)新日

2139 伊藤 竹臣 (株)新日

2085 石橋 政人 (株)第一シーアンドシー

1984 石川 敏之 太栄コンサルタンツ(株)

2416 大西 俊博 太栄コンサルタンツ(株)

2656 中島 直彦 大栄コンサルタンツ(株)

2068 青山 泰隆 (株)大地コンサルタント

2069 大須賀 利男 (株)大地コンサルタント

2070 菅谷 修一 (株)大地コンサルタント

980 岡戸 俊樹 (株)拓工

1154 原田 新一 (株)拓工

2924 筧 陽 (株)拓工

2958 新海 智也 (株)拓工

872 太田 和哉 玉野総合コンサルタント(株)
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2551 日比野 光規 (株)中央クリエイト

2954 伊藤 豪 (株)中央クリエイト

1037 長谷川 敦成 中部土地調査(株)

1985 山本 幸子 中部土地調査(株)

1986 吉田 隆雄 中部土地調査(株)

2638 梶浦 弘次 中部土地調査(株)

2407 伊藤 守 愛知県土地改良事業団体連合会

2413 今枝 愛子 愛知県土地改良事業団体連合会

2844 宮崎 偉平 愛知県土地改良事業団体連合会

1356 渡邉 正一 (株)日本水工コンサルタント

2608 吉田 勉 (一社)農業農村整備情報総合センター

2817 林 夏樹 (株)メイホーエンジニアリング

693 服部 真澄 (株)名邦テクノ

959 吉田 輝夫 (株)名邦テクノ

2140 大鹿 義久 (株)名邦テクノ

1495 伊藤 昌美 (株)用地調査

1716 谷口 拓 (株)用地調査

1973 小川 正倫 (株)用地調査

2714 小川 文昭 (株)用地調査

2715 勝山 正夫 (株)用地調査

2719 内村 公士 (株)用地調査

2788 佐々木 貴康 (株)用地調査

2870 中田 明彦 (株)用地調査

2871 磯野 真澄 (株)用地調査

2964 大倉 和貴 (株)用地調査

3283 三上 皓也 (株)用地調査

1854 香村 喜裕 (株)ランド・コンサルタント

2146 才田 敏明 若鈴コンサルタンツ(株)

2559 小林 英明 若鈴コンサルタンツ(株)

1428 青山 賢二
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三重県 1274 川 肇 (株)共同技術コンサルタント

(者11名) 2296 保田 明男 (株)共同技術コンサルタント

(補2名) 2822 今井 恒夫 (株)共同技術コンサルタント

2718 堤 早人 東海農政局

2138 池村 巧 (株)ナガサクコンサルタント

2141 岡野 哲治 (株)ナガサクコンサルタント

3256 小川 幸生 (株)ナガサクコンサルタント

3260 高橋 理恵 (株)ナガサクコンサルタント

2147 谷口 光廣 (株)若鈴

2459 木村 幸司 (株)若鈴

2460 横井 武 (株)若鈴

補 170 平野 晶規 中部土地調査(株)

補 179 村木 洋文 (株)若鈴


