
令和5年4月1日現在

都道府県 登録番号 氏名 勤務先

青森県 1182 斉藤 雅彦 (一社)青森県林業コンサルタント

(112名) 1719 鈴木 達明 (株)アイテック

2045 野月 和徳 (株)アイテック

408 太田 一雄 (株)オオタ測量設計

1950 石倉 肇 (株)オオタ測量設計

2101 米田 正樹 (株)オオタ測量設計

2715 伊沢 秀嗣 (株)オオタ測量設計

2844 漆畑 誠 (株)オオタ測量設計

3764 大村 聡 (株)オオタ測量設計

2678 岩谷 孝介 (株)カネナカ技研

3766 中居 浩士 (株)カネナカ技研

3129 倉橋 隆志 (株)コンテック東日本

3130 工藤 浩一 (株)コンテック東日本

1247 稲村 裕幸 (株)サンスイ技研

1257 阿部 千明 (株)しんとう計測

570 野田 工力 (株)そうほく設計

2499 蛯名 哲文 (株)そうほく設計

2281 一戸 洋三郎 (株)ニッソク

3012 齋藤 満 (株)ニッソク

3582 岡田 朋暢 (株)ニッソク

1858 伊香 学城 (株)みちのく計画

407 小笠原 都義 (株)開発技研

2198 山本 良則 (株)開発技研

4072 小笠原 義仁 (株)開発技研

1009 舘 良繁 (株)舘建設コンサルタント

1852 阿部 圭一 (株)舘建設コンサルタント

3097 船田 浩一 (株)舘建設コンサルタント

3992 舘 良和 (株)舘建設コンサルタント

3993 下舘 章 (株)舘建設コンサルタント

2038 坂本 稔 (株)岩沢測量コンサル

3315 川守田 芳博 (株)興和

3628 松田 康伸 (株)三栄

2292 須藤 直昭 (株)三和技術

2294 成田 裕紀 (株)三和技術

2500 工藤 敬悦 (株)三和技術

1626 三浦 國雄 (株)青秋

2040 古里 元 (株)青秋

46 佐藤 健 (株)青林建設コンサルタント

3603 佐々木 元太 (株)増川プロジェクト技建

3896 黒川 優太 (株)増川プロジェクト技建

3898 齋藤 貴史 (株)測地コンサルシステム

1486 佐々木 浩二 (株)大成コンサル

令和5年度　農業土木技術管理士登録名簿(東北ブロック 473名)
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1721 對馬 剛 (株)大成コンサル

2037 尾野 彰治 (株)大成コンサル

2291 里村 武臣 (株)大成コンサル

2504 高橋 勝彦 (株)大和コンサルタント

3795 板垣 真二 (株)大和コンサルタント

3248 向屋敷 満 (株)第一測量設計

2287 齋藤 一人 (有)アーステック

1278 奥村 純一 (有)オーテック

2279 石井 良悦 (有)下北測量

438 谷川 亮 (有)協和テクノ

1184 葛西 武文 (有)創成技術

3947 上野 信雪 アークコンサル(株)

2719 中村 博孝 エイコウコンサルタンツ(株)

729 小田 秀博 エイト技術(株)

3745 田中 一歩 ハートエンジニアオフィス(株)

3848 間山 和浩 ハートエンジニアオフィス(株)

4128 山口 仁 ハートエンジニアオフィス(株)

3304 工藤 賀津夫 ハートエンジニアオフィス(有)

3305 中村 哲也 ハートエンジニアオフィス(有)

2502 斉藤 一彦 開成技術(株)

1513 鳴海 吉宏 秀和設計コンサルタント(株)

1514 斉藤 弘幸 秀和設計コンサルタント(株)

2501 工藤 拓也 秀和設計コンサルタント(株)

1850 田代 孝司 新産測量(株)

4141 藤森 素子 新産測量(株)

2280 泉谷 岳康 青森県土地改良事業団体連合会

2286 菊池 隆司 青森県土地改良事業団体連合会

2289 笹 慶弘 青森県土地改良事業団体連合会

2290 佐藤 清考 青森県土地改良事業団体連合会

2293 相馬 静 青森県土地改良事業団体連合会

2505 高村 一史 青森県土地改良事業団体連合会

2506 田名部 博克 青森県土地改良事業団体連合会

2716 工藤 哲広 青森県土地改良事業団体連合会

2717 工藤 一成 青森県土地改良事業団体連合会

2898 小鹿 勇児 青森県土地改良事業団体連合会

2900 白取 幸樹 青森県土地改良事業団体連合会

2902 三浦 和也 青森県土地改良事業団体連合会

3049 北谷 宏二 青森県土地改良事業団体連合会

3054 工藤 勝則 青森県土地改良事業団体連合会

3088 沼田 隆晃 青森県土地改良事業団体連合会

3119 一戸 尚人 青森県土地改良事業団体連合会

3172 丹呉 有宏 青森県土地改良事業団体連合会
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3261 田中 暁 青森県土地改良事業団体連合会

3326 一戸 祐紀 青森県土地改良事業団体連合会

3565 諏訪 晃仁 青森県土地改良事業団体連合会

3686 三上 亙 青森県土地改良事業団体連合会

3692 小野 公樹 青森県土地改良事業団体連合会

4112 奈良 美由希 青森県土地改良事業団体連合会

4242 秋田谷 恒之 青森県土地改良事業団体連合会

4338 中井 衛 青森県土地改良事業団体連合会

1006 笠井 利治 東信技術(株)

1057 成田 信秀 東信技術(株)

1345 蝦名 清弘 東信技術(株)

2283 今井 得次 東北建設コンサルタント(株)

2285 鎌田 優 東北建設コンサルタント(株)

2720 成田 千義 東北建設コンサルタント(株)

2721 山形 猛 東北建設コンサルタント(株)

2836 工藤 雄幸 東北建設コンサルタント(株)

2858 齋藤 勝彦 東北建設コンサルタント(株)

3344 渋谷 和史 東北建設コンサルタント(株)

3464 根上 公希 東北建設コンサルタント(株)

3829 白戸 智 東北建設コンサルタント(株)

909 下川原 茂夫 東北測量(株)

1849 太田 徹 東陽測量設計(株)

3763 越後 治 東陽測量設計(株)

772 菊地 敏行 南部シビルコンサルタンツ(株)

1848 佐藤 匡子 北建測量設計(有)

3386 白川 博之 齋勝建設(株)

2502 斉藤 一彦

3387 成田 憲彦

岩手県 1262 下村 誠 (株)アクト技術開発

(78名) 1724 高橋 龍一 (株)アクト技術開発

1725 石川 永一 (株)アクト技術開発

2725 及川 誠志 (株)エヌティーコンサルタント

1180 鈴木 正衛 (株)オリエント測量設計

3899 伊藤 正和 (株)オリエント測量設計

4159 千田 宏司 (株)オリエント測量設計

1729 藤森 義浩 (株)ジオ開発計画

1705 鈴木 佐重喜 (株)みずほ環境設計舎

779 番澤 悦昭 (株)一測設計

1372 藤倉 進 (株)一測設計

2908 菅原 康聡 (株)一測設計

1375 及川 敏幸 (株)中央技術コンサルタント

1227 佐々木 良司 (株)中央測量設計
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1480 菅原 芳廣 (株)中央測量設計

1061 昆野 洋 (株)土木技研

3187 小西 政樹 (株)東開技術

1114 伊藤 宏 (株)東北プランニング

1856 菊地 顕仁 (株)東北プランニング

2515 佐藤 福徳 (株)東北プランニング

3277 郡司 卓 (株)東北プランニング

3390 大友 誠 (株)東北プランニング

3500 髙橋 美香 (株)東北プランニング

1855 高橋 和広 (株)藤森測量設計

2103 久保田 直樹 (株)藤森測量設計

2197 本波 明重 (株)藤森測量設計

2512 菊地 登志雄 (株)藤森測量設計

2689 水堀 順一 (株)藤森測量設計

3164 米澤 見治 (株)藤森測量設計

3547 竹鼻 佑介 (株)藤森測量設計

3638 及川 哲治 (株)藤森測量設計

3979 太田 俊也 (株)藤森測量設計

4075 韮澤 正弘 (株)藤森測量設計

4225 髙橋 勇哉 (株)藤森測量設計

4277 秋山 美香子 (株)藤森測量設計

3701 木村 俊逸 (株)藤森測量設計

3226 小田嶋 好隆 (株)防災技術コンサルタント

3385 佐々木 憲孝 (株)防災技術コンサルタント

3396 中居 伸明 (株)防災技術コンサルタント

4120 鈴木 介 (株)防災技術コンサルタント

777 小林 重雄 (株)北日本朝日航洋

1055 髙橋 俊行 (株)鈴木測量設計

4232 畑山 哲穂 (公社)岩手県農業公社

3466 佐々木 浩 (有)ジェイエイコンサルタント

1279 佐藤 誠一 (有)両磐測量設計

3291 佐藤 忍 ＮＴＣコンサルタンツ(株)

3474 高橋 千夏子 ＮＴＣコンサルタンツ(株)

3835 引木 信也 ＮＴＣコンサルタンツ(株)

4031 熊谷 武治 ＮＴＣコンサルタンツ(株)

1854 小野寺 哲也 岩手県土地改良事業団体連合会

2104 藤井 純 岩手県土地改良事業団体連合会

2105 本宿 悌之 岩手県土地改良事業団体連合会

2301 高橋 敬史 岩手県土地改良事業団体連合会

2510 大村 力 岩手県土地改良事業団体連合会

2513 昆野 辰太 岩手県土地改良事業団体連合会

2912 山田 貴清 岩手県土地改良事業団体連合会
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3170 石岡 崇 岩手県土地改良事業団体連合会

3830 中村 政美 岩手県土地改良事業団体連合会

3856 熊谷 英則 岩手県土地改良事業団体連合会

3946 草野 一人 岩手県土地改良事業団体連合会

1045 阿部 義雄 興国設計(株)

1210 大友 文昭 興国設計(株)

1393 遠藤 長武 東日設計コンサルタント(株)

274 佐々木 義勝 東北エンジニアリング(株)

1329 岩崎 毅 東北エンジニアリング(株)

1627 及川 一紀 東北エンジニアリング(株)

2188 吉田 友則 東北エンジニアリング(株)

3389 伊勢沢 勇治 東北エンジニアリング(株)

3789 高橋 智也 東北エンジニアリング(株)

4278 中村 年克 東北エンジニアリング(株)

3662 煙山 義史 農村空間21

1051 太田 博士 北東北設計(株)

1066 藤原 繁 北東北設計(株)

1374 佐藤 章 北東北設計(株)

3555 小林 誠 北東北設計(株)

3664 藤原 健一 北東北設計(株)

1369 七戸 弘 北日本機械(株)

1726 赤坂 哲夫 北日本技術(株)

宮城県 3165 齋藤 和洋 (一財)建設物価調査会

　 (93名) 3190 馬場 秀彦 (一財)建設物価調査会

3846 髙橋 伸吾 (株)アイウィル

1323 西城 義弘 (株)エムソーシン

2 男澤 彰 (株)サトー技建

55 小川 祐 (株)サトー技建

171 斎藤 典男 (株)サトー技建

288 大関 達也 (株)サトー技建

738 村上 利秋 (株)サトー技建

960 山内 浩 (株)サトー技建

1857 男沢 有希 (株)サトー技建

1954 早坂 誠 (株)サトー技建

2042 伊藤 浩一 (株)サトー技建

2298 齋藤 大介 (株)サトー技建

3192 菅野 景太 (株)サトー技建

2206 楠八重 真一 (株)ジルコ

4355 菅谷 佳史 (株)ジルコ

545 髙橋 一雄 (株)テクノ長谷

1487 江藤 淳宏 (株)テクノ長谷

838 西條 選一 (株)加美測量設計事務所
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999 早坂 茂規 (株)加美測量設計事務所

1277 我妻 新也 (株)加美測量設計事務所

3769 佐々木 ひろみ (株)株式会社ジルコ

1222 鹿又 義則 (株)古川測量設計事務所

2509 大場 康弘 (株)古川測量設計事務所

3103 本間 大介 (株)古川測量設計事務所

4173 佐藤 文恵 (株)古川測量設計事務所

1130 小池 昇 (株)佐々木建設

775 平田 和宏 (株)佐藤土木測量設計事務所

1220 高橋 勝正 (株)佐藤土木測量設計事務所

666 煤賀 近 (株)三祐コンサルタンツ

2300 重田 知之 (株)三祐コンサルタンツ

253 繁泉 利光 (株)新東洋技術コンサルタント

254 三浦 正 (株)新東洋技術コンサルタント

656 三浦 勝男 (株)新東洋技術コンサルタント

1449 真島 之浩 (株)新東洋技術コンサルタント

1064 二階堂 章夫 (株)星測量設計

784 佐々木 豊彦 (株)西條設計コンサルタント

835 西條 光浩 (株)西條設計コンサルタント

833 今野 栄夫 (株)仙北測量設計事務所

1840 奈良 竜市 (株)大江設計

3902 福田 剛男 (株)大江設計

1121 渡辺 仁 (株)丹野測量設計

3771 菅原 正幸 (株)丹野測量設計

3900 小野寺 節男 (株)丹野測量設計

1489 織笠 修光 (株)中央技術コンサルタンツ

1860 千葉 浩章 (株)中央技術コンサルタンツ

518 佐々木 綱 (株)東北構造社

1226 松岡 豊広 (株)東北構造社

311 阿部 俊郎 (株)日本水工コンサルタント

2845 石橋 正和 (株)日本水工コンサルタント

766 戸部 義広 (株)富士測地開発

2100 高橋 安夫 (株)富士測地開発

2910 級木 幸雄 (株)復建技術コンサルタント

3232 沖島 剛 (株)復建技術コンサルタント

3233 内田 隆広 (株)復建技術コンサルタント

3391 佐藤 淳 (株)復建技術コンサルタント

4292 山田 紀之 (株)復建技術コンサルタント

783 阿部 健悦 (株)北水コンサルタント

1067 鈴木 武彦 (株)北水コンサルタント

3629 高橋 淳 (公社)みやぎ農業振興公社

3799 牧 弘樹 (公社)みやぎ農業振興公社
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1236 天野 順 (社)宮城県農業公社

2907 佐々木 一眞 (社)宮城県農業公社

2194 佐々木 雅志 (同)MiYaBi

2911 嶺岸 憲一 ＮＴＣコンサルタンツ(株)

832 千葉 義信 ワールド測量設計(株)

3796 菅原 至 岩倉測量設計(株)

3845 菅原 修 岩倉測量設計(株)

1370 櫻田 保和 宮城県土地改良事業団体連合会

1519 加藤 正司 宮城県土地改良事業団体連合会

1740 石川 和宏 宮城県土地改良事業団体連合会

1742 吉岡 忠弘 宮城県土地改良事業団体連合会

1956 畑 茂吉 宮城県土地改良事業団体連合会

1510 山﨑 淳 国際航業(株)

300 安齋 秀一 若鈴コンサルタンツ(株)

3645 遠藤 芳宗 若鈴コンサルタンツ(株)

3949 邊見 美由紀 若鈴コンサルタンツ(株)

996 及川 昌彦 石巻市役所

837 佐藤 欣一 土木地質(株)

1186 千田 宏 土木地質(株)

2302 橋本 亮 土木地質(株)

3570 村上 敬章 土木地質(株)

275 黒須 正晶 東北エンジニアリング(株)

3661 津田 孝之 東北エンジニアリング(株)

3392 佐藤 信宏 日本工営(株)

3768 小窪 隆 日本工営(株)

4280 鈴木 優輔 日本工営(株)

2131 扇 雅人 日本振興(株)

2282 伊藤 幹仁 日本振興(株)

2677 松倉 孝安 日本振興(株)

49 青山 新司

785 勝又 純哉

秋田県 1961 山正 昭 (株)ウヌマ地域総研

(90名) 210 森 敏雄 (株)さくら技研

722 鈴木 義孝 (株)さくら技研

915 堀内 久 (株)さくら技研

1202 長崎 強 (株)さくら技研

1963 佐藤 修身 (株)さくら技研

4058 久米 新也 (株)さくら技研

4175 下田 崇 (株)さくら技研

2029 佐藤 武志 (株)ダイヤコンサルタント

3397 大野 幸一 (株)ワイズシステム

1637 高橋 豊 (株)三光技術コンサルタント
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3536 田中 淳二 (株)三光技術コンサルタント

1482 柴田 稔 (株)自然科学調査事務所

1964 佐々木 正彦 (株)自然科学調査事務所

941 仲村 覚 (株)鹿渡工業

102 今野 寿和 (株)水建技術

1054 児玉 裕光 (株)水建技術

3476 大塚 拓也 (株)水建技術

1124 伊藤 英幸 (株)創瑛測量設計

1125 飛澤 名臣 (株)創瑛測量設計

1962 髙橋 治 (株)創瑛測量設計

2729 鈴木 一幸 (株)創瑛測量設計

3399 鈴木 良蔵 (株)創瑛測量設計

256 藤田 優 (株)創研コンサルタント

1638 佐藤 英明 (株)都市整備

1959 加藤 卓矢 (株)風間設計

1960 佐々木 清一 (株)風間設計

1177 加賀谷 弘光 (株)北部測量設計

2099 佐藤 和良 (株)北部測量設計

1002 奈良 敦 (株)矢留測量設計

1107 櫻井 和正 (株)矢留測量設計

1340 佐藤 光之 (株)矢留測量設計

4249 辻 和也 (株)矢留測量設計

872 五十嵐 光夫 (株)鈴木測量事務所

3222 櫻井 正喜 (株)眞宮技術

1371 岩谷 孝信 (有)ダイワ技術

1451 佐々木 純 (有)ナルセ測量設計

1957 藤原 崇 (有)羽後測量設計事務所

1500 柿崎 美博 (有)横手測量設計事務所

2098 山形 圭 (有)角館測量設計

1117 三浦 正明 (有)西奥羽測量設計

3398 佐藤 孝 Takamitu(株)

1946 高橋 三喜男 いとう設計(株)

3400 田口 明与志 いとう設計(株)

3584 佐藤 正彦 いとう設計(株)

4236 佐々木 健 いとう設計(株)

2107 藤井 登 奥山ボーリング(株)

1127 佐藤 勝哉 技苑コンサル(株)

918 高野 健一 興建エンジニアリング(株)

1639 今野 正典 興建エンジニアリング(株)

1108 柴田 秀治 佐藤測量設計(株)

842 細川 博美 柴田工事調査(株)

1050 西村 茂 柴田工事調査(株)
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1331 澤田 達夫 柴田工事調査(株)

1512 菊地 敏 柴田工事調査(株)

3093 木内 徹 秋田県 平鹿地域振興局

827 鈴木 輝秋 秋田県土地改良事業団体連合会

1203 佐藤 一則 秋田県土地改良事業団体連合会

1635 加藤 俊逸 秋田県土地改良事業団体連合会

1958 佐藤 雅洋 秋田県土地改良事業団体連合会

3195 伊藤 弘之 秋田県土地改良事業団体連合会

3214 細田 鉄也 秋田県土地改良事業団体連合会

3647 佐々木 純人 秋田県土地改良事業団体連合会

3648 柴田 恭司 秋田県土地改良事業団体連合会

3765 佐藤 求 秋田県土地改良事業団体連合会

3797 畠山 将志 秋田県土地改良事業団体連合会

3798 福岡 勝也 秋田県土地改良事業団体連合会

3853 吉岡 優人 秋田県土地改良事業団体連合会

3857 津谷 和弘 秋田県土地改良事業団体連合会

3906 遠藤 光 秋田県土地改良事業団体連合会

3980 後松 聡 秋田県土地改良事業団体連合会

4006 倉田 朝幸 秋田県土地改良事業団体連合会

4038 富樫 佳直 秋田県土地改良事業団体連合会

4045 鈴木 誠 秋田県土地改良事業団体連合会

4059 伊藤 一 秋田県土地改良事業団体連合会

4073 畠山 範彦 秋田県土地改良事業団体連合会

4224 佐々木 孝行 秋田県土地改良事業団体連合会

4237 米谷 瑞穂 秋田県土地改良事業団体連合会

4290 伊藤 淳一 秋田県土地改良事業団体連合会

4326 武石 智 秋田県土地改良事業団体連合会

1743 小松田 雄悦 小松測量技研(有)

540 岩川 和浩 小松測量設計(株)

984 今野 肇 小松測量設計(株)

1440 巴 貴久 小松測量設計(株)

1744 土田 隆 小松測量設計(株)

3092 山平 孝一 小松測量設計(株)

1007 伊藤 昇 小川測量設計(株)

251 工藤 正利 竹村測量設計(同)

1607 菊地 義弘

2266 津谷 康宣

山形県 4039 笹木 浩文 (株)ケンコン

(84名) 740 榎本 恭夫 (株)榎本測量設計事務所

3767 榎本 新悦 (株)榎本測量設計事務所

4243 榎本 新 (株)榎本測量設計事務所

1966 髙橋 三庸 (株)寒河江測量設計事務所
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1036 鏡 国彦 (株)金沢総合コンサルタンツ

1038 金澤 範宜 (株)金沢総合コンサルタンツ

3690 荒井 佑樹 (株)金沢総合コンサルタンツ

912 三上 光夫 (株)工藤測量設計

913 伊藤 繁広 (株)工藤測量設計

1747 大狭間 啓 (株)工藤測量設計

2508 井澤 芳宏 (株)三和技術コンサルタント

2728 今田 和樹 (株)三和技術コンサルタント

3770 佐藤 光浩 (株)山本組

1052 太田 忠春 (株)出羽測量設計

1060 斎藤 徹 (株)出羽測量設計

1046 小林 仁 (株)庄内測量設計舎

1176 横山 修 (株)庄内測量設計舎

1748 清野 正利 (株)庄内測量設計舎

2516 松田 淳司 (株)松田測量設計

774 卯野 稔 (株)菅野測量設計

776 矢作 要一 (株)菅野測量設計

4351 加藤 修 (株)成和技術

1343 五十嵐 智也 (株)石川測量事務所

3540 小林 享 (株)石川測量事務所

844 安食 信和 (株)双葉建設コンサルタント

1253 矢口 清太郎 (株)大成技術コンサルタント

3250 沼澤 隆志 (株)大成技術コンサルタント

2727 熊谷 美孝 (株)中央測量設計事務所

1246 奥田 剛太郎 (株)東邦設計コンサル

1342 佐藤 守 (株)東邦設計コンサル

3415 佐藤 優 (株)東邦設計コンサル

3541 金内 宣広 (株)東邦設計コンサル

781 鶴巻 勝美 (株)鈴木久測量設計事務所

1245 岡部 範雄 (株)鈴木測量事務所

1484 五十嵐 康 (株)鈴木測量事務所

1129 日下部 勉 (有)アルファ設計

3681 佐藤 敬 (有)サトウ調査設計

3901 石塚 大貴 (有)サトウ調査設計

4100 鈴木 聖子 (有)サトウ調査設計

1281 遠藤 和幸 (有)安野測量事務所

1346 井上 真一 (有)安野測量事務所

1641 松田 英雄 (有)安野測量事務所

1861 早坂 己千男 (有)安野測量事務所

1048 佐藤 新太郎 (有)佐藤測量設計事務所

3566 今野 幸徳 (有)佐藤測量設計事務所

3637 岡部 勝彦 (有)佐藤測量設計事務所
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110 梅津 正人 (有)三栄測量設計

769 佐藤 勉 ブレンスタッフ(株)

1497 小野 光子 ブレンスタッフ(株)

3612 冨田 世浩 ブレンスタッフ(株)

1863 瀬野 慶太 山形県土地改良事業団体連合会

2267 永瀬 健太郎 山形県土地改良事業団体連合会

2905 安孫子 宗浩 山形県土地改良事業団体連合会

2906 近藤 史仁 山形県土地改良事業団体連合会

3208 大宮 利昌 山形県土地改良事業団体連合会

3275 佐藤 隆 山形県土地改良事業団体連合会

3284 熊谷 功 山形県土地改良事業団体連合会

3331 髙橋 仁 山形県土地改良事業団体連合会

3388 安喰 浩輔 山形県土地改良事業団体連合会

3465 秋 真一郎 山形県土地改良事業団体連合会

3467 井上 豊彦 山形県土地改良事業団体連合会

3468 漆山 英樹 山形県土地改良事業団体連合会

3469 大沼 幸二 山形県土地改良事業団体連合会

3470 尾形 晃 山形県土地改良事業団体連合会

3472 菊地 穣 山形県土地改良事業団体連合会

3473 酒井 吉信 山形県土地改良事業団体連合会

3475 西塚 賢二 山形県土地改良事業団体連合会

3567 山寺 良司 山形県土地改良事業団体連合会

3668 森谷 友則 山形県土地改良事業団体連合会

3790 二戸部 勝 山形県土地改良事業団体連合会

3948 尾方 誠 山形県土地改良事業団体連合会

3981 名木野 絵里 山形県土地改良事業団体連合会

3994 細矢 茜 山形県土地改良事業団体連合会

4062 平尾 剛志 山形県土地改良事業団体連合会

4080 松田 龍大 山形県土地改良事業団体連合会

4081 大山 慎太郎 山形県土地改良事業団体連合会

4279 大山 真衣 山形県土地改良事業団体連合会

4281 渡邊 峻 山形県土地改良事業団体連合会

4291 柿崎 康幸 山形県土地改良事業団体連合会

108 湯澤 洋一郎 新和設計(株)

3393 椎名 義隆 東和測量設計(株)

3897 髙橋 満幸 両羽測量(株)

1266 坂本 慎一

福島県 2047 服部 信文 (株)ふたば

(16名) 2511 加藤 真一 (株)郡山測量設計社

490 小野 義徳 (株)新和調査設計

659 高橋 茂 (株)新和調査設計

19 人見 達男 (株)大進精測
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1749 伊藤 慶久 (株)渡辺測量事務所

910 鈴木 康成 昭和技術設計(株)

911 渡辺 和明 昭和技術設計(株)

2304 松本 宏稔 昭和技術設計(株)

2305 矢吹 優子 昭和技術設計(株)

741 飯島 昭一 日本精測(株)

3568 菊田 克彦 福島県土地改良事業団体連合会

4017 吉田 和史 福島県土地改良事業団体連合会

4018 伊藤 慎之介 福島県土地改良事業団体連合会

4108 平林 雄太 福島県土地改良事業団体連合会

4123 木村 修士 福島県土地改良事業団体連合会


