
令和5年4月1日現在

都道府県 氏名 勤務先

福岡県 1470 桑原 直哉 (株)アーバンプラン

(者70名) 2014 松尾 義裕 (株)アーバンプラン

(補3名) 2566 松永 太智夫 (株)アクアテルス

2725 津久井 顯 (株)旭鑑定補償

2735 松本 俊宏 (株)旭鑑定補償

2305 手塚 国夫 アジア航測(株)

2424 井手 智治 アズテックコンサルタンツ(株)

2707 森 雅隆 アズテックコンサルタンツ(株)

1317 藤田 泰之 (株)技術開発コンサルタント

2821 今村 文人 (株)技術開発コンサルタント

1329 松﨑 一晃 (株)久栄綜合コンサルタント

2224 松行 令吉 (株)久栄綜合コンサルタント

2435 竹内 利明 (株)久栄綜合コンサルタント

2436 村上 龍一郎 (株)久栄綜合コンサルタント

2439 大隈 龍一 (株)久栄綜合コンサルタント

2440 酒井 正義 (株)久栄綜合コンサルタント

2441 吉武 豊喜 (株)久栄綜合コンサルタント

3003 長尾 保城 (株)久栄綜合コンサルタント

3004 平松 清美 (株)久栄綜合コンサルタント

353 宮﨑 久治 (一社)九州地域づくり協会

1743 江里 敏彦 (一社)九州地域づくり協会

2625 緒方 裕士 (株)協立

3084 川崎 健祐 (株)孝栄設計コンサルタント

3085 川崎 真 (株)孝栄設計コンサルタント

3086 小嶋 宏 (株)孝栄設計コンサルタント

3087 髙橋 秀和 (株)孝栄設計コンサルタント

3088 池田 英樹 (株)孝栄設計コンサルタント

3089 冨増 耕介 (株)孝栄設計コンサルタント

3127 鬼塚 哲朗 (株)孝栄設計コンサルタント

3128 妹尾 英資 (株)孝栄設計コンサルタント

3129 井村 崇 (株)孝栄設計コンサルタント

2737 中島 真紀 精工Ｃ＆Ｃ(株)

2020 草野 和久 大正測量設計(株)

2192 中島 優 大正測量設計(株)

2306 輝 公夫 大正測量設計(株)

2462 金丸 俊一 大正測量設計(株)

2021 仲 勝也 大成ジオテック(株)

2425 越地 陽一郎 大成ジオテック(株)
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2776 服部 晶 大成ジオテック(株)

2795 桑野 武也 大成ジオテック(株)

1541 山﨑 浩二 (株)大陸総合コンサルタント

1102 栗屋 通 大和コンサル(株)

1342 城﨑 大祐 大和コンサル(株)

646 藤木 康人 (株)高崎総合コンサルタント

894 近藤 竜二 (株)高崎総合コンサルタント

1726 加賀田 義人 (株)高崎総合コンサルタント

1753 横山 清子 (株)高崎総合コンサルタント

2538 北川 大造 (株)中央クリエイト九州

700 寺田 俊博 (株)テクノ

1755 藤瀬 潔 (株)テクノ

2191 棚町 和秀 (株)テクノ

2617 石橋 琢也 (株)テクノ

2619 飯塚 周平 (株)テクノ

3063 木原 弘幸 (株)テクノ

2223 藤﨑 康朗 (株)西日本測量設計

1468 前田 満明 (株)日設コンサルタント

1758 白水 健一 フジ総合補償鑑定(株)

1887 藤岡 憲 フジ総合補償鑑定(株)

2025 藤岡 廣子 フジ総合補償鑑定(株)

988 有冨 浩志 平和総合コンサルタント(株)

1029 永田 幸一 平和総合コンサルタント(株)

1352 中嶋 良則 平和総合コンサルタント(株)

1400 渡邉 和彦 平和総合コンサルタント(株)

1734 島﨑 真一 平和総合コンサルタント(株)

1742 濱田 亮 平和測量設計(株)

2307 早川 慶一 平和測量設計(株)

1889 津 陽一郎 (株)ランド・コンサルタント

2988 緒方 俊幸 (株)ランド・コンサルタント

1464 梶谷 忠孝 和興測量設計(株)

2736 伊藤 繁男

補 225 黒田 梨紗 (株)テクノ

補 207 浪野 優里菜 (株)久栄綜合コンサルタント

補 208 平野 省吾 (株)久栄綜合コンサルタント
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佐賀県 2015 岡﨑 学 (株)有明エンジニアリング

(者75名) 1740 北村 かやの (株)エスジー技術コンサルタント

(補2名) 2016 陣内 哲大 (株)エスジー技術コンサルタント

2308 樋渡 貴宏 (株)エスジー技術コンサルタント

2893 大園 孝幸 (株)エスジー技術コンサルタント

1123 田中 昭則 九州技術開発(株)

1390 大林 博則 九州技術開発(株)

1497 髙森 浩徳 (株)九州構造設計

2532 藤田 伸彦 (株)九州構造設計

241 西村 博文 (株)建匠コンサルタント

989 安藤 勝正 (株)建匠コンサルタント

1354 西村 郁子 (株)建匠コンサルタント

1631 井上 幸広 (株)建匠コンサルタント

2022 黒木 尋之 (株)建匠コンサルタント

2426 酒井 一圭 (株)建匠コンサルタント

2550 上田 正文 (株)建匠コンサルタント

2660 龍 みどり (株)建匠コンサルタント

2661 矢ヶ部 泰子 (株)建匠コンサルタント

2662 服部 勝博 (株)建匠コンサルタント

310 郡田 幸雄 国際技術コンサルタント(株)

798 高岸 貞登 国際技術コンサルタント(株)

814 納冨 忠昭 国際技術コンサルタント(株)

2303 金子 英敬 国際技術コンサルタント(株)

2493 平田 尚久 国際技術コンサルタント(株)

2866 中川 一誠 国際技術コンサルタント(株)

3022 筒井 直樹 国際技術コンサルタント(株)

3076 光武 克義 国際技術コンサルタント(株)

3281 豊島 圭介 国際技術コンサルタント(株)

1256 原田 和成 (株)コスモエンジニアリング

3077 横田 政博 (株)新英コアテクニカ

3080 光吉 徹也 (株)新英コアテクニカ

450 尾﨑 広一 精工Ｃ＆Ｃ(株)

1140 濱村 政嗣 精工Ｃ＆Ｃ(株)

2730 宮﨑 和真 精工Ｃ＆Ｃ(株)

2733 梶原 恵 精工Ｃ＆Ｃ(株)

3082 前川 卓二 精工Ｃ＆Ｃ(株)

404 井上 忠治 (株)大日測量設計

1640 井上 勝博 (株)大日測量設計
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2061 石山 徳彦 (株)大日測量設計

2461 柿本 一則 (株)大日測量設計

2470 山本 竜也 (株)大日測量設計

2824 増田 勇 (株)大日測量設計

2912 大古場 崇幸 (株)大日測量設計

2982 花田 憲則 (株)大日測量設計

3226 古賀 大輔 (株)大日測量設計

1353 立花 敏光 TS.plan

1632 立花 静江 TS.plan

3091 小倉 幸一 (株)東洋測量設計

1494 坂口 誠治 佐賀県土地改良事業団体連合会

1616 八木 隆之 佐賀県土地改良事業団体連合会

1469 井﨑 司 (株)トップコンサルタント

1626 松本 昌大 (株)トップコンサルタント

2484 片渕 隆則 (株)トップコンサルタント

2490 北野 孝 (株)トップコンサルタント

1315 中尾 和之 西日本総合コンサルタント(株)

1366 久富 浩司 西日本総合コンサルタント(株)

2188 内野 政則 西日本総合コンサルタント(株)

2428 小川 英昭 西日本総合コンサルタント(株)

2430 西村 和彦 西日本総合コンサルタント(株)

2432 大園 俊幸 西日本総合コンサルタント(株)

2639 中村 太一 西日本総合コンサルタント(株)

1625 土井 和則 (株)日新技術コンサルタント

2433 平野 和幸 (株)日新技術コンサルタント

2732 空閑 利和 (株)日新技術コンサルタント

1729 円城寺 徹 (株)原田設計

1730 中島 大樹 (株)原田設計

1731 石田 隆造 (株)原田設計

1732 原田 隆 (株)原田設計

1888 原田 英詔 (株)原田設計

2491 香月 善大 (株)原田設計

1081 福嶋 忠和 (有)和光コンサルタント

1272 百武 聰

1633 久野 秀一

2427 小川 秀臣

2431 富永 康広

補 224 江田 渉 (株)大日測量設計

補 226 堀川 詩織 (株)大日測量設計
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長崎県 3287 山崎 紳一郎 扇精光コンサルタンツ(株)

(者1名)
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熊本県 3173 清田 寛太郎 旭測量設計(株)

(者65名) 1435 園田 征央 アジアプランニング(株)

(補2名) 2081 坂田 晴男 アジアプランニング(株)

2185 井野 秀義 アジアプランニング(株)

3066 山本 元文 アジアプランニング(株)

3067 小畑 茂生 アジアプランニング(株)

3138 槌田 竜一 アジアプランニング(株)

3159 田中 道 アジアプランニング(株)

3163 松岡 栄治 アジアプランニング(株)

3167 川原 誠二 アジアプランニング(株)

3169 黒木 哲也 アジアプランニング(株)

3196 林田 雄二 アジアプランニング(株)

3272 田島 英樹 アジアプランニング(株)

2438 村上 和喜 (株)有明測量開発社

3168 緒方 智宏 (株)有明測量開発社

3271 椎葉 和馬 (株)有明測量開発社

1878 野村 茂 (株)オークスコンサルタント

2017 築地新 誠 (株)オークスコンサルタント

2437 田上 泰生 (株)オークスコンサルタント

2597 坂本 忍 (株)オークスコンサルタント

3125 副田 学 (株)オークスコンサルタント

1132 永石 稔昭 (株)九州開発エンジニヤリング

1619 濱田 和浩 (株)九州開発エンジニヤリング

1620 吉本 憲一 (株)九州開発エンジニヤリング

1621 萩坂 修一 (株)九州開発エンジニヤリング

1879 九田 淳一 (株)九州開発エンジニヤリング

1880 田上 友典 (株)九州開発エンジニヤリング

1881 日髙 真由美 (株)九州開発エンジニヤリング

1882 渡邉 祐樹 (株)九州開発エンジニヤリング

2304 澤渡 郁生 (株)九州開発エンジニヤリング

1326 塚田 芳広 (株)九州技研コンサルタント

1408 倉岡 雅俊 (株)九州技研コンサルタント

1409 井上 知子 (株)九州技研コンサルタント

1410 山下 重明 (株)九州技研コンサルタント

1651 瀬上 斉 (株)九州技研コンサルタント

2054 大嶋 武 (株)九州技研コンサルタント

2055 田﨑 知八 (株)九州技研コンサルタント

2082 坂梨 光男 (株)九州技研コンサルタント

2309 山下 謙二郎 (株)九州技研コンサルタント



令和5年4月1日現在

都道府県 氏名 勤務先

令和5年度　土地改良補償業務管理者等登録名簿（九州沖縄ブロック 者433名、補9名）

登録番号

2522 迫田 拓人 (株)九州技研コンサルタント

2524 庄村 健二 (株)九州技研コンサルタント

3270 木原 弥州彦 (株)九州技研コンサルタント

1885 武田 和也 九州建設コンサルタント(株)

3183 濱 眞一 九州農政局

3229 岩永 康徳 九州農政局

3122 古上 親一 (株)興和測量設計

3145 廣田 安伸 (株)興和測量設計

3149 緑 邦夫 (株)新興測量設計

3177 矢立 仁志 (株)新興測量設計

3153 下城 卓也 (株)スペック

3154 尾﨑 健 (株)スペック

3155 真島 浩二 (株)スペック

2187 岩下 吉明 (株)東亜建設コンサルタント

2703 貞方 智晴 (株)日田プランニング

3198 松村 昌 (株)西日本建設コンサルタンツ

2023 若宮 洋 (株)日本水工コンサルタント

2024 岩田 博文 (株)日本水工コンサルタント

2201 大松 達也 (株)東山システック

1316 甲斐 啓二 (株)富友測量設計

3160 藤本 郁人 (株)八千代コンサルタント

3162 黒田 丈晴 (株)八千代コンサルタント

3166 嶋崎 豊 (株)八千代コンサルタント

3171 髙橋 信一 (株)八千代コンサルタント

2909 中村 定 (株)ワコー

2984 森下 太雄 (株)ワコー

補 210 飯村 圭 アジアプランニング(株)

補 227 梁池 拓也 アジアプランニング(株)
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大分県 2754 桑原 憲 杵築測量設計(株)

(者34名) 1884 園田 智章 九州建設コンサルタント(株)

(補2名) 2950 後藤 誠司 協同エンジニアリング(株)

2779 山田 有一 (株)キョウワ

2843 松成 哲生 (株)キョウワ

2864 長野 浩史 (株)キョウワ

2902 石田 隆 (株)サザンテック

2908 河内 弘 (株)サザンテック

608 安部 亮二 (株)白石総合コンサルタント

1210 北原 研二 (株)白石総合コンサルタント

2744 玉井 廉太朗 ダイエーコンサルタント(株)

2840 福田 順一 ダイエーコンサルタント(株)

1211 猪島 信也 大洋測量設計(株)

2613 渡辺 繁美 大洋測量設計(株)

2727 上永 直樹 大洋測量設計(株)

2728 木本 将介 大洋測量設計(株)

2929 山本 一典 大洋測量設計(株)

2858 甲斐 功義 (株)ツツミ技研

2785 梶田 優 東洋測量設計(株)

2786 相良 友喜 東洋測量設計(株)

2787 柴田 泰範 東洋測量設計(株)

2780 田原 竜也 (株)豊西測量設計

2781 大塚 稔 (株)豊西測量設計

2942 髙橋 明広 (株)豊西測量設計

2944 山本 智大 (株)豊西測量設計

1214 長谷川 学 大分県土地改良事業団体連合会

2748 大塚 景介 大分県土地改良事業団体連合会

2749 板井 正信 大分県土地改良事業団体連合会

2750 河野 直樹 大分県土地改良事業団体連合会

2751 田部 文敏 大分県土地改良事業団体連合会

2758 重光 宏昌 大分県土地改良事業団体連合会

2767 伊藤 信二 大分県土地改良事業団体連合会

2632 和田 勇 西日本コンサルタント(株)

2633 帆足 伸也 西日本コンサルタント(株)

補 197 永富 義朗 (株)白石総合コンサルタント

補 212 安藤 正晃 西日本コンサルタント(株)
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宮崎県 2792 相牟田 泰章 (有)相牟田測量事務所

(者55名) 2796 相牟田 誠 (有)相牟田測量事務所

1877 野崎 勝美 (株)旭総合コンサルタント

2206 鶴 博文 (株)旭総合コンサルタント

2604 時任 昭彦 (株)旭総合コンサルタント

1203 奥 勇一 (株)九研綜合コンサルタント

1737 金山 孝志 (株)九研綜合コンサルタント

2196 坂之下 祐一 (株)九研綜合コンサルタント

2074 椎葉 智広 九州工営(株)

2195 栗下 哲哉 九州工営(株)

1149 持永 清志 近代技建(株)

1897 甲斐 政義 (株)黒木総合鑑定

1898 黒木 勇人 (株)黒木総合鑑定

1900 吉田 孝昭 (株)黒木総合鑑定

2051 田植 一郎 (株)黒木総合鑑定

2053 日髙 直富 (株)黒木総合鑑定

2753 橋田 健 (株)黒木総合鑑定

2756 江藤 哲也 (株)黒木総合鑑定

1328 吉村 一貴 (株)国土開発コンサルタント

2501 田鍋 貴時 (株)国土開発コンサルタント

2601 那須 広行 (株)国土開発コンサルタント

2680 有田 勉 (株)国土開発コンサルタント

2742 肥後 政博 (株)国土開発コンサルタント

2948 長町 英吾 (株)国土開発コンサルタント

766 大村 道夫 (株)コスモエンジニアリング

1907 宮元 康彦 (株)コスモエンジニアリング

1230 川越 久美子 (株)白浜測量設計

2585 谷村 茂樹 (株)白浜測量設計

2591 白浜 隆寛 (株)白浜測量設計

2847 黒木 祐介 (株)白浜測量設計

2955 宮原 雄一 (株)白浜測量設計

3273 大坪 隆文 (株)白浜測量設計

2475 松岡 俊二 大正測量設計(株)

2846 黒木 正和 大正測量設計(株)

2986 川﨑 史郎 大正測量設計(株)

2987 河埜 純一 大正測量設計(株)

902 新地 裕樹 宮崎県土地改良事業団体連合会

952 山口 英明 宮崎県土地改良事業団体連合会

2999 外薗 浩二 宮崎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

令和5年度　土地改良補償業務管理者等登録名簿（九州沖縄ブロック 者433名、補9名）

登録番号

3104 山下 大輔 宮崎県土地改良事業団体連合会

3105 横山 靖匡 宮崎県土地改良事業団体連合会

32 成迫 洋次 (株)西田技術開発コンサルタント

2313 谷口 勝美 (株)西田技術開発コンサルタント

2502 金丸 真也 (株)日豊測量設計

824 星原 勉 (株)八光開発コンサルタント

1738 星原 哲也 (株)八光開発コンサルタント

1908 和田 久 (株)八光開発コンサルタント

2442 吉留 隆 (株)八光開発コンサルタント

2560 松﨑 幹 (株)八光開発コンサルタント

2561 木下 春幸 (株)八光開発コンサルタント

1125 谷川 博之 (株)南九州技研

2035 田島 徹也 (株)南九州技研

2444 中島 敏昭 (株)都城技建コンサルタント

2521 竹下 利隆 (株)都城技建コンサルタント

2797 中野 和紀 (株)都城技建コンサルタント



令和5年4月1日現在

都道府県 氏名 勤務先

令和5年度　土地改良補償業務管理者等登録名簿（九州沖縄ブロック 者433名、補9名）

登録番号

鹿児島県 896 迫田 修 アースコンサルタンツ(株)

(者112名) 1110 迫田 千恵 アースコンサルタンツ(株)

1725 奥山 政史 (株)アーチ

1578 中玉利 和記 朝日開発コンサルタンツ(株)

1372 中村 猛朗 (株)アジア技術コンサルタンツ

3039 大谷 潤 (株)アジア技術コンサルタンツ

3093 原田 俊明 アシスト補償(株)

3094 原田 雅史 アシスト補償(株)

1746 愛川 幸和 奄美測量設計(株)

1745 新田 和久 (株)アルファ企画

2494 中村 純隆 (株)イオリ技建コンサルタント

2845 宇住庵 建悟 (株)イオリ技建コンサルタント

2194 鹿屋 千明 (株)イオリ技建コンサルタント

2706 田上 孝一 (株)池田コンサルタント

2903 土川 博文 (株)池田コンサルタント

2027 山口 悟 (有)栄進測量設計

1246 安井 秀樹 鹿児島土木設計(株)

2317 寺園 雄一郎 鹿児島土木設計(株)

2952 赤塚 康治 共進測量設計(株)

2973 地福 葉子 共進測量設計(株)

1896 中西 修 霧島エンジニアリング(株)

2852 富安 征二 霧島エンジニアリング(株)

3113 老谷 まゆみ 霧島エンジニアリング(株)

3275 修行 慎太郎 霧島エンジニアリング(株)

672 新澤津 洋二 (株)錦城

2314 畠中 省次 (株)錦城

2315 福永 圭一郎 (株)錦城

2887 榎田 かおり (株)錦城

2888 原口 範子 (株)錦城

1028 永江 敏浩 (株)建設技術コンサルタンツ

1901 立元 博 (株)建設技術コンサルタンツ

1902 永井 真臣 (株)建設技術コンサルタンツ

1903 吉谷 辰郎 (株)建設技術コンサルタンツ

2056 堀田 祥太郎 (株)建設技術コンサルタンツ

2644 山下 明彦 (株)建設技術コンサルタンツ

831 安永 隆次 (株)興洋

1563 横山 真也 (株)国土技術コンサルタンツ

1741 大倉 尚美 (株)国土技術コンサルタンツ

1905 小野 貢司 (株)国土技術コンサルタンツ
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619 前原 秀彦 コスモコンサルタンツ(株)

1906 宮脇 浩二 コスモコンサルタンツ(株)

2694 石本 大樹 コスモコンサルタンツ(株)

3158 吉村 喜一郎 (株)コバルト技建

2311 川畑 晶揮 (株)さこうコンサルタント

2312 佐潟 幸男 (株)さこうコンサルタント

667 福留 康信 (株)サタコンサルタンツ

810 中西 辰美 (株)サタコンサルタンツ

1642 湯田 勇作 (株)サタコンサルタンツ

1735 小倉 純一 三州技術コンサルタント(株)

2029 濱田 浩一郎 三州技術コンサルタント(株)

2033 阿久根 章平 三州技術コンサルタント(株)

2199 村山 重憲 三州技術コンサルタント(株)

2815 松元 正樹 三州技術コンサルタント(株)

1727 髙橋 一馬 新九州用地(株)

2645 下尾 幸広 新九州用地(株)

2646 徳留 太輝 新九州用地(株)

605 大田 望 (有)振興測量設計事務所

2512 鎌下 直樹 (株)新日本技術コンサルタント

1362 湯浦 成美 新和技術コンサルタント(株)

2030 斧渕 茂記 新和技術コンサルタント(株)

2031 山下 裕一 新和技術コンサルタント(株)

2761 中ノ上 真治 新和技術コンサルタント(株)

2775 塩鶴 隆二 新和技術コンサルタント(株)

3031 岩下 和弘 新和技術コンサルタント(株)

937 福永 喜一郎 (有)総合測量設計

1550 濵川 直樹 (株)大亜

2681 新村 浩輝 (株)大翔

1320 桑波田 善明 (株)大進

1606 益満 秀幸 (株)大進

1652 國生 雄三 (株)大進

1736 榎園 康洋 (株)大進

2045 塩屋 寛詔 (株)大進

664 澤邉 敏行 大福コンサルタント(株)

735 今給黎 孝 大福コンサルタント(株)

746 谷村 博邦 大福コンサルタント(株)

876 尾上 德広 大福コンサルタント(株)

931 羽田 祐次 大福コンサルタント(株)

2879 森山 裕介 大福コンサルタント(株)
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2855 川口 智子 中央テクノ(株)

2202 東條 宏明 (株)手塚不動産鑑定所

946 牧園 耕治 (有)徳之島測量設計

886 木原 雪夫 鹿児島県土地改良事業団体連合会

1890 有村 昌一 鹿児島県土地改良事業団体連合会

2900 徳永 博幸 (株)中島測量設計

2443 宮田 慎也 西之表市役所

709 髙山 麗子 (株)日峰測地

2026 福元 正昭 (株)日峰測地

635 萩原 章一 (株)萩原技研

833 山下 拓郎 (株)萩原技研

1042 藤田 博子 (株)萩原技研

2032 飯尾 昭和 (株)萩原技研

2564 萩原 功一郎 (株)萩原技研

2731 酒匂 景臣 (株)萩原技研

565 河内 弘二 (株)久永コンサルタント

2034 弟子丸 卓哉 (株)久永コンサルタント

2193 栫 雄作 (株)久永コンサルタント

2544 入田 賢司 (株)久永コンサルタント

2723 橋ノ口 愼一 (株)久永コンサルタント

2972 大山 慎吾 (株)久永コンサルタント

1614 久林 規良 (有)久林測量設計事務所

2713 白坂 亮 (株)前田総合鑑定所

2716 徳永 修一 (株)前田総合鑑定所

1894 能勢 常徳 (株)丸建技術

2197 冨永 守 (株)水環境プランニング

1321 落 一也 (株)みともコンサルタント

2445 野間口 覚 (株)みともコンサルタント

2759 北川 一徳 (株)みともコンサルタント

3274 嵜迫 武徳 (株)みともコンサルタント

1623 谷口 光久 (株)南日本技術コンサルタンツ

2028 道岡 良一 (株)南日本技術コンサルタンツ

2310 井上 敬志 (株)南日本技術コンサルタンツ

2565 田中 美枝
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沖縄県 3276 上里 和踏 (有)インプラン

(者21名) 1018 島袋 精賢 (株)沖縄用地測量設計

1909 米藏 敏博 (株)翔土木設計

2046 狩俣 充 (株)翔土木設計

3142 大濵 克典 (株)翔土木設計

3277 瑞慶覧 長輝 (株)翔土木設計

2975 幸地 克也 (株)大洋土木コンサルタント

3204 金城 健正 (株)田幸技研コンサルタント

2712 内山 鉄平 (有)地建

1196 平田 清昻 (株)東邦建設コンサルタント

1319 照屋 博章 (株)東邦建設コンサルタント

3117 鈴木 彬久 (株)東邦建設コンサルタント

440 糸数 剛 沖縄県土地改良事業団体連合会

840 与那国 元 沖縄県土地改良事業団体連合会

2476 池間 直志 沖縄県土地改良事業団体連合会

2923 竹原 均 (株)日誠プランニング

3137 原田 寿毅 (株)ベストコンサルタント

3148 山城 陽 (株)ベストコンサルタント

3278 照屋 洋 (株)ベストコンサルタント

2316 金城 幹夫 (株)三矢コンサルタント

2485 仲西 智勝


