
令和5年4月1日現在

都道府県 登録番号 氏名 勤務先

茨城県 172 大塚 明則 (株)ジステック

(27名) 1264 木野内 義明 (株)ジステック

2121 岡本 利仁 (株)ジステック

2127 大野 博美 (株)ジステック

2316 長洲 仁 (株)ジステック

3410 野口 幸子 (株)ジステック

3716 羽根田 吉典 (株)ジステック

3822 飯島 宏之 (株)マップ測設

4248 髙田 裕子 (株)新星コンサルタント

1970 堀口 正雄 (株)八州コンサルタント

1865 山口 信一 (株)明和技術コンサルタンツ

2520 石濱 和典 (株)明和技術コンサルタンツ

3406 古関 文暁 (株)明和技術コンサルタンツ

3492 小森 徹 (株)明和技術コンサルタンツ

4263 文 勇起 (株)明和技術コンサルタンツ

1016 三代 克広 (有)三代設計

3401 阿部 幸浩 茨城県

1968 渡辺 則夫 茨城県土地改良事業団体連合会

3330 貝塚 秀男 茨城県土地改良事業団体連合会

743 関内 光一 常陽測量設計(株)

1101 細貝 勝 常陽測量設計(株)

3773 秋元 邦直 常陽測量設計株式会社(株)

4293 根本 孝浩 総合技研(株)

3403 大塚 太郎 大塚設計

2658 佐藤 雄二 日本振興(株)

4041 野口 康 農研機構　農村工学研究部門

3273 神田 将司

栃木県 2914 石川 均 (株)八汐コンサルタント

(27名) 2750 福田 正人 宇都宮測量(株)

2921 鈴木 元 宇都宮測量(株)

2929 村上 浩 宇都宮測量(株)

3083 岡田 真如 宇都宮測量(株)

3234 渡辺 智貴 宇都宮測量(株)

725 大貫 正明 国土測量設計(株)

2682 梁島 友寛 国土測量設計(株)

2865 鈴木 勝 国土測量設計(株)

2115 田村 禎生 第一測工(株)

2119 舘野 貴行 第一測工(株)

2519 石岡 金一郎 第一測工(株)

2837 寺島 克幸 第一測工(株)

3411 福田 二三也 第一測工(株)

2737 井上 直也 栃木県
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1249 天川 幸人 栃木県土地改良事業団体連合会

2528 関谷 昌宏 栃木県土地改良事業団体連合会

2732 阿久津 年之 栃木県土地改良事業団体連合会

2928 宮下 敬弘 栃木県土地改良事業団体連合会

3121 坂本 宜凡 栃木県土地改良事業団体連合会

3122 土谷 和之 栃木県土地改良事業団体連合会

3267 大塚 芳明 栃木県土地改良事業団体連合会

3622 高田 雄一 栃木県土地改良事業団体連合会

3623 和氣 毅 栃木県土地改良事業団体連合会

3713 岡本 功 栃木県土地改良事業団体連合会

417 矢野 進太郎 日研測量(株)

2108 関 広志 日研測量(株)

群馬県 1971 瀬谷 誠 (株)オウギ工設

(13名) 11 鏑木 豊 (株)黒岩測量設計事務所

1012 登丸 元紀 プロファ設計(株)

1868 江原 利和 プロファ設計(株)

2315 田村 和彦 プロファ設計(株)

2320 平形 勝 プロファ設計(株)

4096 女屋 一之 プロファ設計(株)

4367 齋藤 拓哉 プロファ設計(株)

681 山野 耕三 藤和航測(株)

820 石村 敏郎 藤和航測(株)

1869 綿貫 友義 藤和航測(株)

3715 村上 寛明 藤和航測(株)

3882 中村 均 藤和航測(株)

埼玉県 3965 根岸 知子 (株)みどり

(23名) 3775 熊田 亮 (株)葵エンジニアリング

3801 深石 晃次 (株)葵エンジニアリング

3984 前田 悠樹 (株)葵エンジニアリング

4295 稲木 敏行 (株)葵エンジニアリング

2735 磯田 浩吉 (株)荒川瀧石

3643 山下 貴久 (株)荒川瀧石

4296 根岸 亮太 (株)荒川瀧石

2318 野口 昌規 (株)南建設

2065 佐藤 健一 (株)日さく

3144 千代田 淳 (株)日本水工コンサルタント

3875 八木 康夫 (株)日本水工コンサルタント

2053 山口 昌己 サンスイコンサルタント(株)

3774 木村 しずか サンスイコンサルタント(株)

3908 吉岡 真澄 サンスイコンサルタント(株)

2310 大堀 郁夫 旭工榮(株)

2312 菅原 俊彦 旭工榮(株)
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3235 佐々木 利隆 旭工榮(株)

3405 小池 一正 旭工榮(株)

4227 松岡 佑介 旭工榮(株)

2031 中村 弘 関東農政局

2319 原田 雅文 埼玉県土地改良事業団体連合会

4161 黒岩 明 農林水産省 関東農政局

千葉県 26 外原 敏雄 (株)国際創建コンサルタント

(10名) 370 髙綱 渉 (株)国際創建コンサルタント

372 櫛田 信夫 (株)国際創建コンサルタント

3209 藤村 伸一 (株)国際創建コンサルタント

3126 麻生 博 千鉱エンジニアリング(株)

2743 小鍛冶 亮吉 千葉県土地改良事業団体連合会

2748 田中 勇次 千葉県土地改良事業団体連合会

2915 岡嵜 一雄 千葉県土地改良事業団体連合会

2917 上林 友和 千葉県土地改良事業団体連合会

3262 吉𣘺 勇一 千葉県土地改良事業団体連合会

東京都 2681 三浦 靖 (一財)経済調査会

(54名) 2863 木村 幸平 (一財)経済調査会

2864 小林 靖典 (一財)経済調査会

2866 千葉 信之 (一財)経済調査会

3159 牧野 淳 (一財)経済調査会

3160 宮崎 義順 (一財)経済調査会

3143 立原 充彦 (一財)建設物価調査会

3156 菊地 元 (一財)建設物価調査会

3271 井河 壽也 (一財)建設物価調査会

3840 東 和弘 (一財)建設物価調査会

3698 古賀 祐治 (一社)農業農村整備情報総合センター

3889 倉田 進 (一社)農業農村整備情報総合センター

3911 根本 正幸 (一社)農業農村整備情報総合センター

4040 大内 英司 (一社)農業農村整備情報総合センター

4152 伊藤 久司 (一社)農業農村整備情報総合センター

4176 奥山 学 (一社)農業農村整備情報総合センター

3823 樋口 崇 (一社)農業農村整備情報総合センター

3518 名和 規夫 (一社)畑地農業振興会

2523 景山 克士 (株)サンテックインターナショナル

2922 高橋 亙 (株)サンテックインターナショナル

3631 内山 賢次 (株)サンテックインターナショナル

1759 齋藤 明雄 (株)ジルコ

1944 植木 博人 (株)ジルコ

1955 遠藤 泰雄 (株)ジルコ

2064 漆原 丈士 (株)ジルコ

3163 宮内 静夫 (株)ジルコ
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3530 杉井 徹 (株)ジルコ

4007 織間 宏明 (株)ジルコ

4093 勝元 修平 (株)ジルコ

4328 山元 真未 (株)ジルコ

4364 松本 晶子 (株)ジルコ

4267 中村 大乗 (株)栄設計

4053 髙坂 渉 (株)三祐コンサルタンツ

4177 上大川 渉太 (株)三祐コンサルタンツ

4294 石井 正人 (株)新日本コンサルタント

3995 杉浦 友則 (株)杉浦工務店

3412 古屋 岳彦 (株)片平新日本技研

3199 原 稔 (有)フィールド技研

328 河内 徹夫 ＮＴＣコンサルタンツ(株)

2211 野々村 雅郎 ＮＴＣコンサルタンツ(株)

3772 縣 葉子 NTCコンサルタンツ(株)

4340 出井 宏樹 NTCコンサルタンツ(株)

4077 松下 雄次 技建開発(株)

3656 小川 信一 国際航業(株)

4255 杉原 千鶴 国際航業(株)

3485 古森 大樹 真柄建設(株)

405 原田 克之 川崎地質(株)

4366 勝又 徹 全国土地改良事業団体連合会

2840 石原 政和 内外エンジニアリング(株)

2919 佐藤 誠一 日本工営(株)

1972 今井 寿美雄 日本振興(株)

2323 吉元 均 日本振興(株)

4298 原 賢志 日本振興(株)

3349 柴田 英之 八千代エンジニヤリング(株)

神奈川県 1976 杉本 孝 (株)ダイヤコンサルタント

(2名) 414 菅澤 彦一 (株)花和産業

山梨県 2120 萩原 雅之 (株)アミノ測量

(59名) 1842 髙坂 満雄 (株)エスイー企画

1529 牛山 善仁 (株)エスティ設計

1652 土屋 良二 (株)エスティ設計

3524 甘利 亮一 (株)オーツヤ測量

3649 小林 和剛 (株)オーツヤ測量

3983 望月 雅文 (株)オーツヤ測量

1190 内藤 正男 (株)カワイ

2517 雨宮 勇二 (株)カワイ

4297 根津 皓 (株)カワイ

3909 及川 豪 (株)ケイデータエンジニア

1285 萩原 五夫 (株)ハヤテ・コンサルタント
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761 望月 政美 (株)リナン

1033 望月 明 (株)リナン

2525 木内 啓人 (株)リナン

3409 辰野 総 (株)リナン

3791 青柳 和紀 (株)リナン

1525 手塚 文夫 (株)峡東測量設計

1650 蜂須賀 光彦 (株)峡東測量設計

2324 渡辺 信弥 (株)峡東測量設計

2521 伊東 孝昌 (株)山梨技術研究所

3200 柳澤 万敏 (株)山梨技術研究所

3294 石原 篤 (株)山梨技術研究所

1660 望月 治 (株)深沢工務所

1013 町田 求 (株)川口測量設計

2522 小田切 雄司 (株)川口測量設計

2741 川口 友之 (株)川口測量設計

1316 新藤 武彦 (株)太陽設計

1317 坂本 喜明 (株)太陽設計

2109 小林 克至 (株)太陽設計

3502 小澤 進一 (株)日測

1172 横山 公明 (株)富士エンジニアリング

2128 長田 英俊 (株)富士測量

3542 杉原 友克 (株)富士測量

1653 髙柳 亘 (株)龍栄

　 3982 時山 卓也 (株)龍栄

1847 横瀬 日出夫 クヌギ建設コンサルタント(株)

2695 渡邉 範博 パイロット測量設計(株)

1655 小林 禎治 三和エンジニアリング(株)

1544 深澤 雅志 山梨県土地改良事業団体連合会

1547 竹川 史人 山梨県土地改良事業団体連合会

2925 降旗 宏至 山梨県土地改良事業団体連合会

2927 水川 一成 山梨県土地改良事業団体連合会

3776 河野 英司 山梨県土地改良事業団体連合会

3903 秋山 真吾 山梨県土地改良事業団体連合会

3910 熊王 広幸 山梨県土地改良事業団体連合会

3847 白倉 裕司 疾測量(株)

3717 佐野 正次 昭和測量(株)

1189 弦間 一仁 森田測量(株)

1542 志村 晴夫 森田測量(株)

4179 望月 健氏 森田測量(株)

1770 武藤 芳文 第一測工(株)

1769 小佐野 英樹 第一測量(株)

2030 長谷川 利久 東洋コンサルタント(株)
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3680 野澤 孝太 東洋コンサルタント(株)

989 小山 耕治 東洋測量設計(株)

1538 天野 通 東洋測量設計(株)

3560 山内 陽子 東洋測量設計(株)

1651 飯野 茂 望月測量設計(株)

長野県 1662 松村 文好 (株)アンドー

(15名) 2746 佐藤 士朗 (株)アンドー

3404 桑原 慎一 (株)協同測量社

2692 田中 三千男 技建開発(株)

3523 藤澤 亘 長姫調査設計(株)

3660 片桐 剛 長姫調査設計(株)

4101 柄澤 融 長野県会計局中信会計センター

3749 小林 功二 長野県土地改良事業団体連合会

3905 岡部 雅樹 長野県土地改良事業団体連合会

3985 山崎 達也 長野県土地改良事業団体連合会

4162 小滝 卓也 長野県土地改良事業団体連合会

4214 菅沼 洋平 長野県土地改良事業団体連合会

4299 横田 一成 長野県土地改良事業団体連合会

4339 市川 雄一 長野県土地改良事業団体連合会

4349 内藤 昌平 長野県土地改良事業団体連合会

静岡県 3206 内田 寿夫 (株)フジヤマ

(10名) 1526 太箸 渡 (株)ランヴェイト

2555 山口 達也 (株)共和コンサルタント

3528 谷 賢司 (株)共和コンサルタント

3778 竹内 勝広 (株)共和コンサルタント

2683 井村 貴良 (株)中部綜合コンサルタント

62 進士 宜仁 (株)東海建設コンサルタント

2545 井田 拓也 伸東測量設計(株)

3082 鈴木 成 大鐘測量設計(株)

3615 山本 雄一郎 服部エンジニア(株)


