
令和5年4月1日現在

都道府県 登録番号 氏名 勤務先

北海道 4016 佐藤 光弘 (一財)建設物価調査会

(262名) 4111 長田 直輝 (一財)北海道農業近代化技術研究センター

3316 水橋 喜久雄 (一社)北海道土地改良設計技術協会

3885 山本 均 (一社)北海道土地改良設計技術協会

4147 向井 俊裕 (一社)北海道土地改良設計技術協会

1516 金安 潤 (株)NTCコンサルタンツ

926 渡辺 孝也 (株)アルト技研

1043 佐藤 紳一 (株)アルト技研

3887 羽原 信也 (株)アルト技研

1475 藤本 嘉三 (株)アルファ技研

1476 土谷 貴宏 (株)アルファ技研

1479 生塚 尚男 (株)アルファ技研

1522 谷本 和紀 (株)アルファ技研

1618 新津 雅士 (株)アルファ技研

1712 葛西 一彦 (株)アルファ技研

2709 竹田 雄樹 (株)アルファ技研

2714 渡辺 友美 (株)アルファ技研

3120 櫻庭 淳子 (株)アルファ技研

4153 川口 宏 (株)アルファ技研

355 亀谷 章裕 (株)イーエス総合研究所

3998 村上 正宜 (株)イーエス総合研究所

4148 小坂 亮輔 (株)イーエス総合研究所

2059 藤島 義知 (株)イズム・グリーン

4300 岡田 包儀 (株)エクサ設計

3728 鶴野 晴夫 (株)カワムラ

1473 斉藤 伸明 (株)グリーン測量

2897 山﨑 啓司 (株)グリーン測量

3345 梅田 則幸 (株)ケイワコンサル

4266 伊藤 浩也 (株)シバンス

2887 多田 友和 (株)ズコーシャ

3095 前川 涼子 (株)ズコーシャ

3276 馬渕 裕輝 (株)ズコーシャ

3491 広木 栄一 (株)ズコーシャ

3561 齊藤 孝志 (株)ズコーシャ

3604 山口 勝也 (株)ズコーシャ

3614 村山 和佳 (株)ズコーシャ

3650 藤山 真一 (株)ズコーシャ

1717 樺澤 雅之 (株)ドーコン

1837 永田 充利 (株)ドーコン

3990 橋田 明典 (株)ドート

489 坂上 琢也 (株)ドボク管理

1070 小河 健一郎 (株)ドボク管理
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2477 奥塚 将貴 (株)ドボク管理

2708 鈴木 聡明 (株)ドボク管理

3213 澤見 智 (株)ドボク管理

3653 中村 真吾 (株)ドボク管理

3870 松坂 佳祐 (株)ドボク管理

4013 平出 翔 (株)ドボク管理

3260 岡本 隆 (株)ドボク管理　

2871 石川 純雄 (株)ヒロノ測建

1103 宮川 英司 (株)プラテック

353 森田 貴志 (株)フロンティア技研

354 菅 睦三 (株)フロンティア技研

953 石田 暢士 (株)フロンティア技研

979 佐野 隆史 (株)フロンティア技研

1010 末永 俊雄 (株)フロンティア技研

1011 澤田 和男 (株)フロンティア技研

1491 鈴木 和志 (株)フロンティア技研

1714 村上 和征 (株)フロンティア技研

2272 上田 正勝 (株)フロンティア技研

2496 山田 康史 (株)フロンティア技研

2497 湯村 輔 (株)フロンティア技研

2713 林保 慎也 (株)フロンティア技研

3378 中谷 利勝 (株)フロンティア技研

3691 平野 良治 (株)フロンティア技研

3868 岡田 卓大 (株)フロンティア技研

3886 菊地 誠 (株)フロンティア技研

3891 佐々木 尊 (株)フロンティア技研

4154 成田 敏彦 (株)フロンティア技研

4222 酒井 秀聡 (株)フロンティア技研

4276 宮本 竜矢 (株)フロンティア技研

1035 佐藤 祐司 (株)ベータプラン

880 岡本 眞由美 (株)みずほ栄設計

2702 石川 修 (株)みずほ栄設計

2890 仲村 智宏 (株)ムラコシ

3507 畑田 仁志 (株)ムラコシ

3735 星 友和 (株)ムラコシ

2711 藤岡 啓一 (株)ルーラルエンジニア

2873 小黒 博昭 (株)ルーラルエンジニア

3173 中村 貞夫 (株)ルーラルエンジニア

3179 得能 茂樹 (株)ルーラルエンジニア

3283 羽生 和則 (株)ルーラルエンジニア

3295 大島 武洋 (株)ルーラルエンジニア

3379 中易 裕美 (株)ルーラルエンジニア
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3380 宮崎 亮平 (株)ルーラルエンジニア

3609 松田 隆行 (株)ルーラルエンジニア

3725 寺林 健一 (株)ルーラルエンジニア

3877 堀 真史 (株)ルーラルエンジニア

4174 佐藤 隆一 (株)ルーラルエンジニア

3371 鈴木 正彦 (株)旭ダンケ

3382 吉村 朋幸 (株)安井測量設計事務所

3115 銭谷 竜一 (株)開発調査研究所

3245 中山 政博 (株)環境保全サイエンス

3246 福田 正信 (株)環境保全サイエンス

3373 園生 光義 (株)環境保全サイエンス

3375 多田 充 (株)環境保全サイエンス

762 山﨑 俊一 (株)協和コンサルタント

3366 阿部 祥太朗 (株)協和コンサルタント

3348 山田 芳彰 (株)香島コンサルタント

107 秋田谷 英児 (株)桜井測量

2893 繁名 康平 (株)三幸ランドプランニング

2894 福原 新五 (株)三幸ランドプランニング

3075 梅津 健司 (株)三幸ランドプランニング

3229 五十嵐 航 (株)三幸ランドプランニング

3639 福山 正弘 (株)三幸ランドプランニング

1483 小西 秀樹 (株)篠田測量事務所

3112 佐藤 公拓 (株)小出コンサルタント

3729 寺島 勇 (株)小出コンサルタント

3872 木村 禎郎 (株)小出コンサルタント

3142 松木 貴由生 (株)松木測量設計

4033 鎌田 弘幸 (株)生駒組

2895 前谷 尚武 (株)前谷土木設計事務所

3155 山本 隆史 (株)創生コンサルタント

3553 平田 寿之 (株)創生コンサルタント

2843 黒崎 亮太 (株)地域開発エンジニアリング

1713 秋本 高明 (株)地域計画センター

3869 石井 努 (株)地域計画センター

4015 神原 和明 (株)地域計画センター

1171 安田 孝 (株)中神土木設計事務所

2701 熱田 貴大 (株)田西設計コンサル

2882 佐藤 秀樹 (株)田西設計コンサル

3230 稲垣 良幸 (株)田西設計コンサル

3863 秋林 隆利 (株)田西設計コンサル

2493 安田 崇 (株)東亜エンジニアリング

4271 橋本 昌直 (株)濃土コンサル

3962 加藤 由佳子 (株)農業建設コンサルタント
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8 福原 保弘 (株)農土コンサル

183 立石 喜裕 (株)農土コンサル

184 藤田 修 (株)農土コンサル

399 戸内 勝浩 (株)農土コンサル

952 若林 洋 (株)農土コンサル

2489 藤澤 達広 (株)農土コンサル

2491 松本 哲也 (株)農土コンサル

3753 石田 康晴 (株)農土コンサル

3866 松本 康宏 (株)農土コンサル

4272 二本松 寿 (株)農土コンサル

2273 加藤 昌宏 (株)富士建設コンサル

2274 川村 恒 (株)富士建設コンサル

2480 角地 則幸 (株)富士建設コンサル

3368 大西 均 (株)富士建設コンサル

3376 長井 政美 (株)北海測地

2036 山本 淳二 (株)北海道農業建設コンサルタント

3532 富川 愛 (株)北海道農業建設コンサルタント

3533 弓場 公子 (株)北海道農業建設コンサルタント

3534 志賀 靖子 (株)北海道農業建設コンサルタント

4102 鈴木 大介 (株)北海道農業建設コンサルタント

4210 堀井 友子 (株)北海道農業建設コンサルタント

1014 松本 光雄 (株)北開測地

3282 吉澤 勝利 (株)北開測地

3300 山本 雅治 (株)北開測地

4241 多田 林平 (株)北陽

3091 福手 幸二 (有)協和測量設計

4025 堀内 隆 (有)堀内測量事務所

3671 中嶋 一郎 NTCコンサルタンツ(株)

3674 万年 祥仁 NTCコンサルタンツ(株)

4090 多田 飛鳥 NTCコンサルタンツ(株)

1938 加藤 祐樹 アクアコンサルタント(株)

3894 伊藤 悟 コスモ測量設計(株)

2889 中川 慎司 サンスイコンサルタント(株)

3602 木村 毅 サンスイコンサルタント(株)

3878 村井 親 サンスイコンサルタント(株)

4155 會澤 義徳 サンスイコンサルタント(株)

415 宮田 広信 サン技術コンサルタント(株)

2277 野口 和彦 サン技術コンサルタント(株)

3613 大友 奈緒子 サン技術コンサルタント(株)

3865 小西 覚 サン技術コンサルタント(株)

3867 渡井 達也 サン技術コンサルタント(株)

879 石川 歩 やまざきコンサルタント(株)
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3892 小泉 貴洋 やまざきコンサルタント(株)

3874 宮下 紀利 リーガ測量設計(株)

3139 金井 勝幸 環境コンサルタント(株)

3140 坂野 俊介 環境コンサルタント(株)

3893 浪越 敬朗 高野測量(有)

824 齋 剛 扇コンサル(株)

2877 熊谷 武 扇コンサル(株)

2710 西井 敦 拓新エンジニア(株)

969 中田 光治 中央テクノ(株)

286 村上 雅彦 東邦コンサルタント(株)

2481 菊田 重行 東邦コンサルタント(株)

3562 作内 宗明 東邦コンサルタント(株)

3879 篗本 篤輩 東邦コンサルタント(株)

2484 滋野井 淳 内外エンジニアリング北海道(株)

3873 齊藤 崇 内外エンジニアリング北海道(株)

4157 樫野 充 内外エンジニアリング北海道(株)

4220 岡 史子 内外エンジニアリング北海道(株)

4361 山口 開照 内外エンジニアリング北海道(株)

3377 中橋 賢二 二水測量設計(株)

3564 今野 宗晴 二水測量設計(株)

3600 加藤 亮 冨洋設計(株)

3194 佐藤 智成 平田技術コンサルタント(株)

1032 堀川 浩一 北王コンサルタント(株)

1531 高橋 秀之 北王コンサルタント(株)

1624 安藤 和弘 北王コンサルタント(株)

1943 渡辺 邦彦 北王コンサルタント(株)

2884 清水 一宏 北王コンサルタント(株)

3089 植地 治 北王コンサルタント(株)

3328 久保田 博美津 北王コンサルタント(株)

3367 梅本 政法 北王コンサルタント(株)

3463 高橋 政純 北王コンサルタント(株)

3503 柳川 健一 北王コンサルタント(株)

3864 児玉 純恵 北王コンサルタント(株)

3871 加藤 晋 北王コンサルタント(株)

3964 髙橋 民也 北王コンサルタント(株)

4029 新関 慎一 北王コンサルタント(株)

4057 西部 克人 北王コンサルタント(株)

4063 大澤 操 北王コンサルタント(株)

3978 長谷部 亮 北王コンサルタント株式会社(株)

2857 中道 一啓 北海航測(株)

1718 大村 学 北海設計(株)

2881 佐藤 貴浩 北海設計(株)
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3876 尾初瀬 徳生 北海道開発局

3991 南部 博幸 北海道開発局

3999 高田 敏彦 北海道開発局

4151 川﨑 勇 北海道開発局

4209 小島 香一 北海道開発局

4014 青木 新一 北海道開発局

3510 吉澤 淳 北海道開発局

3759 五十嵐 壽晃 北海道開発局

3989 木村 聡 北海道開発局

4030 村田 祐司 北海道開発局

4325 佐竹 達也 北海道開発局

2879 小林 政義 北海道開発局

3204 山中 修 北海道開発局

3141 高橋 明文 北海道開発局

3259 山 公彦 北海道開発局

3109 横沢 伸二 北海道開発局

3205 石田 容康 北海道開発局

3757 雪田 輝喜 北海道開発局

4011 齋藤 和之 北海道開発局

2479 小原 渡 北海道調査補償(株)

2876 久々江 佳史 北海道調査補償(株)

2896 南坂 真心 北海道調査補償(株)

4156 奥山 公浩 北海道土地改良事業団体連合会

4121 藤岡 剛輔 北海道土地改良事業団体連合会

4348 橋本 英樹 北海道土地改良事業団体連合会

3076 近藤 慎一 北海道土地改良事業団体連合会

3630 齊藤 勝弘 北海道土地改良事業団体連合会

3880 荒井 昌樹 北海道土地改良事業団体連合会

3895 福本 昭一 北海道土地改良事業団体連合会

4103 地崎 哲志 北海道土地改良事業団体連合会

4129 三好 崇司 北海道土地改良事業団体連合会

4158 瀧本 和生 北海道土地改良事業団体連合会

4172 小林 靖巳 北海道土地改良事業団体連合会

4219 小葉松 覚 北海道土地改良事業団体連合会

4223 曽我部 浩介 北海道土地改良事業団体連合会

4273 石川 雅樹 北海道土地改良事業団体連合会

4274 伊藤 忠大 北海道土地改良事業団体連合会

4275 小林 豊 北海道土地改良事業団体連合会

4330 木田 伸久 北海道土地改良事業団体連合会

4337 日西 洋治 北海道土地改良事業団体連合会

4356 須藤 悟 北海道土地改良事業団体連合会

4352 田中 勝輝 北海道土地改良事業団体連合会
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4329 加納 武史 北海道土地改良事業団体連合会

4331 佐藤 秀哉 北海道土地改良事業団体連合会

2487 冨田 和正 北海道土地改良設計技術協会

2066 岩田 和宏 北海道農業土木コンサルタント(株)

3288 西脇 康善

3361 角張 章

3515 中村 泰弘

3727 中橋 修

3881 三原 均

3963 勝田 健司


