
令和5年4月1日現在

都道府県 登録番号 氏名 勤務先

福岡県 2849 細田 寛之 (一財)経済調査会

(116名) 4215 小林 貴之 (一財)建設物価調査会

3207 波多江 憲一 (株)エイト日本技術開発

4167 三浦 晃毅 (株)エイト日本技術開発

430 坂邊 俊夫 (株)ジオテック技術士事務所

92 進登 保之 (株)スリーエヌ技術コンサルタント

473 澁田 光博 (株)スリーエヌ技術コンサルタント

1090 角 忠一郎 (株)テクノ

1810 原口 義明 (株)テクノ

2591 古賀 武志 (株)テクノ

2596 田代 祥久 (株)テクノ

4097 松竹 健一 (株)テクノ

4098 塚本 和敏 (株)テクノ

165 永田 秀二 (株)永大開発コンサルタント

38 吉田 恵 (株)技術開発コンサルタント

45 出利葉 清久 (株)技術開発コンサルタント

1309 髙田 正文 (株)技術開発コンサルタント

1807 黒谷 透 (株)技術開発コンサルタント

1809 山﨑 拓治 (株)技術開発コンサルタント

1907 白浜 博 (株)技術開発コンサルタント

2168 石井 隆二 (株)技術開発コンサルタント

3118 幡手 普 (株)技術開発コンサルタント

3321 馬場 裕治 (株)技術開発コンサルタント

3324 梅谷 英孝 (株)技術開発コンサルタント

3689 永野 順一 (株)技術開発コンサルタント

3851 横大路 祐典 (株)技術開発コンサルタント

4288 吉松 由希恵 (株)技術開発コンサルタント

2673 松行 令吉 (株)久栄綜合コンサルタント

3202 平松 清美 (株)久栄綜合コンサルタント

39 平川 晃 (株)高崎総合コンサルタント

1293 野口 高広 (株)高崎総合コンサルタント

1694 増田 昌彦 (株)高崎総合コンサルタント

2256 水落 二郎 (株)高崎総合コンサルタント

2258 宮原 豊 (株)高崎総合コンサルタント

3557 鹿子島 真由美 (株)高崎総合コンサルタント

4190 藤木 豊 (株)高崎総合コンサルタント

2387 福田 英二 (株)長大テック

623 野原 一秀 (株)日設コンサルタント

628 藤上 巖 (株)日設コンサルタント

629 高橋 秀和 (株)日設コンサルタント

1691 前田 満明 (株)日設コンサルタント

令和5年度　農業土木技術管理士登録名簿(九州･沖縄ブロック 950名)
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2175 秋山 大輔 (株)日設コンサルタント

2249 永田 健二 (株)日設コンサルタント

3548 白土 史隆 (株)日設コンサルタント

4342 尾中 佑生 (株)日設コンサルタント

2396 蓑田 裕誠 ＮＴＣコンサルタンツ(株)

2607 吉村 純治 ＮＴＣコンサルタンツ(株)

3734 安藤 雅樹 ＮＴＣコンサルタンツ(株)

3997 今井 好雄 ＮＴＣコンサルタンツ(株)

4019 帆足 祐司 ＮＴＣコンサルタンツ(株)

4211 岩下 寛寿 ＮＴＣコンサルタンツ(株)

4287 原田 秀幸 NTCコンサルタンツ(株)

2080 江﨑 康成 アジアエンヂニアリング(株)

2149 前田 吉則 アジア航測(株)

3178 山下 正浩 アジア航測(株)

3430 足立 尚也 アジア航測(株)

4259 福重 翔太 アジア航測(株)

3925 待鳥 儀一 アズズテックコンサルタンツ(株)

3710 荒巻 裕之 アズテックコンサルタンツ(株)

2257 宮内 寛治 ジェイエイシーエンジニアリング(株)

1821 松井 日出海 タイヨー設計(株)

517 岩橋 浩吉 永大開発コンサルタント

2582 青木 美咲 九州電技開発(株)

4245 小田 健太郎 呉調査設計

3587 木戸 博樹 呉調査設計(株)

4166 山崎 祐輔 精巧エンジニアリング(株)

700 酒見 和義 大成ジオテック(株)

1692 肥後橋 匠 大成ジオテック(株)

2247 舎川 晋 大成ジオテック(株)

2395 溝田 修三 大成ジオテック(株)

4071 平田 俊郎 大正測量設計株式会社(株)

2146 江藤 保則 大和コンサル(株)

2672 永松 真佳 大和コンサル(株)

3346 松岡 良和 大和コンサル(株)

33 武市 康 内外エンジニアリング(株)

152 奥田 俊久 内外エンジニアリング(株)

2370 今道 智郎 内外エンジニアリング(株)

2371 植村 英仁 内外エンジニアリング(株)

2391 松尾 武信 内外エンジニアリング(株)

2586 大倉 義則 内外エンジニアリング(株)

2792 西野 芳信 内外エンジニアリング(株)

2964 藤岡 寿美子 内外エンジニアリング(株)
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4270 古高 太規 内外エンジニアリング(株)

3624 髙瀬 敏彦 日化エンジニアリング(株)

4049 吉田 美香 日化エンジニアリング(株)

4258 田口 明伸 日化エンジニアリング(株)

4310 山下 駿作 日化エンジニアリング(株)

4333 大隈 莉惠 日化エンジニアリング(株)

1833 溝口 健 日本基礎技術(株)

2685 青柳 武彦 日本基礎技術(株)

4370 末廣 一暁 日本基礎技術(株)

4246 柳田 栄一 福岡県

2243 髙橋 由夏 福岡県土地改良事業団体連合会

3435 松原 理人 福岡県土地改良事業団体連合会

3571 與田 博徳 福岡県土地改良事業団体連合会

3616 佐竹 省悟 福岡県土地改良事業団体連合会

3707 江頭 淳 福岡県土地改良事業団体連合会

3782 三谷 竜一 福岡県土地改良事業団体連合会

3837 伊藤 充裕 福岡県土地改良事業団体連合会

3838 今永 和弘 福岡県土地改良事業団体連合会

3839 川口 和典 福岡県土地改良事業団体連合会

3841 廣瀬 由樹 福岡県土地改良事業団体連合会

3971 藤本 貴之 福岡県土地改良事業団体連合会

3972 長部 孝洋 福岡県土地改良事業団体連合会

4165 岩本 龍二 福岡県土地改良事業団体連合会

4189 萩尾 誠 福岡県土地改良事業団体連合会
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4335 星野 須美香 福岡県土地改良事業団体連合会

4350 上田 圭 福岡県土地改良事業団体連合会

2253 浜田 健児 豊栄コンサルタント(株)

3085 原 孝一 豊栄コンサルタント(株)

3572 佐々木 洋一 豊栄コンサルタント(株)

3573 宇都宮 和美 豊栄コンサルタント(株)

3834 宇藤 俊彦 豊栄コンサルタント(株)

3973 山口 侑紀 豊栄コンサルタント(株)

4334 新川 裕也 豊栄コンサルタント(株)

2823 荒武 新

佐賀県 2232 片渕 隆則 (株)トップコンサルタント

(13名) 1164 田口 亨 (株)精工コンサルタント

485 金子 三喜男 (株)東洋測量設計

1811 青木 和文 (有)エイブル設計

752 納冨 忠昭 国際技術コンサルタント(株)

3263 松尾 晃 国際技術コンサルタント(株)

1812 福岡 久美 国土技研コンサルタント(株)

2239 坂口 誠治 佐賀県土地改良事業団体連合会

2259 八木 隆之 佐賀県土地改良事業団体連合会

2402 石橋 佳代子 佐賀県土地改良事業団体連合会

2967 光武 進哉 佐賀県土地改良事業団体連合会

2083 法村 孝樹 朝日テクノ(株)

2154 野﨑 忠秋
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長崎県 4140 戸屋 文雄 (株)ウヱノ

(14名) 4037 清水 正明 (株)ペック

3644 稲森 太 県北土地開発(株)

336 曽我 忠治 扇精光コンサルタンツ(株)

945 末長 克也 扇精光コンサルタンツ(株)

2084 本田 直幸 扇精光コンサルタンツ(株)

2958 川口 敦史 扇精光コンサルタンツ(株)

3974 須田木 諭 扇精光コンサルタンツ(株)

3010 加藤 光一 長崎県

4087 山野 好範 長崎県土地改良事業団体連合会

4105 西坂 英彦 長崎県土地改良事業団体連合会

4186 川口 義見 長崎県土地改良事業団体連合会

4187 北尾 誠 長崎県土地改良事業団体連合会

3497 藤永 和成
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熊本県 1405 竹ノ下 節 (株)オークスコンサルタント

(108名) 3056 村上 広起 (株)タイセイプラン

3193 溝辺 範仁 (株)タイセイプラン

3708 高橋 康夫 (株)チェリーコンサルタント

3955 杉田 前 (株)チェリーコンサルタント

1816 實取 一也 (株)パブリックコンサルタント

626 竹原 栄太郎 (株)ヒライ・コンサルタント

3439 多田 好宏 (株)ヒライ・コンサルタント

3923 桑原 大 (株)ワコー

1307 古上 親一 (株)興和測量設計

3125 梅田 征道 (株)興和測量設計

3824 宇藤 猛 (株)興和測量設計

3825 田口 隆幸 (株)興和測量設計

2393 松谷 征洋 (株)九英

2590 久保田 将嗣 (株)九英

3338 須本 孝幸 (株)九州開発エンジニヤリング

266 坂梨 光男 (株)九州技研コンサルタント

2376 倉岡 雅俊 (株)九州技研コンサルタント

2594 庄村 健二 (株)九州技研コンサルタント

2241 柴田 浩史 (株)熊本建設コンサルタント

3416 千葉 政稔 (株)三祐コンサルタンツ

1150 緑 邦夫 (株)新興測量設計

4185 今村 正二 (株)水野建設コンサルタント

675 椎葉 晃吉 (株)水野建設コンサルタント

2375 久保 謙介 (株)西日本建設コンサルタンツ

2394 松村 昌 (株)西日本建設コンサルタンツ

1198 上村 光則 (株)第一コンサルタント

2398 元永 優一 (株)第一コンサルタント

3039 加来 史英 (株)東亜建設コンサルタント

3833 宮﨑 智子 (株)日興コンサルタント

153 東出 正敏 (株)日本水工コンサルタント

3253 田中 啓文 (株)日本水工コンサルタント

646 甲斐 啓二 (株)富友測量設計

2379 近藤 悦郎 (株)有明測量開発社

2589 木下 博文 (株)有明測量開発社

2367 芥川 真亮 (株)和調査設計

2392 松田 公博 (株)和調査設計

2595 芹澤 政也 (株)和調査設計

2399 吉安 正人 (有)古家測量設計

3269 石原 健二 (有)新興測量設計

270 井野 秀義 アジアプランニング(株)
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647 園田 征央 アジアプランニング(株)

1914 林田 雄二 アジアプランニング(株)

2005 田中 道 アジアプランニング(株)

2006 長田 勝 アジアプランニング(株)

2087 寺本 正二郎 アジアプランニング(株)

2237 黒木 哲也 アジアプランニング(株)

2374 川原 誠二 アジアプランニング(株)

2585 上原 淳史 アジアプランニング(株)

2599 寺岡 伸泰 アジアプランニング(株)

2605 松岡 栄治 アジアプランニング(株)

2787 田中 秀 アジアプランニング(株)

3134 林田 龍一 アジアプランニング(株)

3440 田畑 智廣 アジアプランニング(株)

3442 丸山 香織 アジアプランニング(株)

3460 田島 英樹 アジアプランニング(株)

3658 光江 賢一 アジアプランニング(株)

　 3922 中山 雄喜 アジアプランニング(株)

3958 坂本 竜太 アジアプランニング(株)

3959 白井 一美 アジアプランニング(株)

4114 橋口 裕樹 アジアプランニング(株)

4309 堀内 佳孝 アジアプランニング(株)

2675 日吉 幸雄 サンスイコンサルタント(株)

3709 前田 美代子 サンスイコンサルタント(株)

3736 梶間 章代 サンスイコンサルタント(株)

3741 内田 祥子 サンスイコンサルタント(株)

3804 宮島 真理子 サンスイコンサルタント(株)

4308 豊田 泰輔 サンスイコンサルタント(株)

167 楢木野 秀康 旭測量設計(株)

1815 松浦 繁揮 開成工業(株)

2603 西村 正幸 開成工業(株)

267 髙木 克己 興栄測量設計(株)

2234 河地 芳郎 熊本県土地改良事業団体連合会

2261 吉岡 康成 熊本県土地改良事業団体連合会

2389 藤野 利男 熊本県土地改良事業団体連合会

2583 伊津野 徹 熊本県土地改良事業団体連合会

2587 川上 敏幸 熊本県土地改良事業団体連合会

2602 西 彩 熊本県土地改良事業団体連合会

2781 飯島 秀仁 熊本県土地改良事業団体連合会

2789 徳永 靖二 熊本県土地改良事業団体連合会

2790 中林 裕一朗 熊本県土地改良事業団体連合会

2793 野村 幸司 熊本県土地改良事業団体連合会
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2794 林田 義之 熊本県土地改良事業団体連合会

3180 井 文武 熊本県土地改良事業団体連合会

3181 村勧 浩司 熊本県土地改良事業団体連合会

3182 松本 健太 熊本県土地改良事業団体連合会

3183 中村 博文 熊本県土地改良事業団体連合会

3184 園田 雅洋 熊本県土地改良事業団体連合会

3185 久米田 峰和 熊本県土地改良事業団体連合会

3186 久保 洋司 熊本県土地改良事業団体連合会

3298 松本 恭典 熊本県土地改良事業団体連合会

3441 岩木 和幸 熊本県土地改良事業団体連合会

3495 山本 拓郎 熊本県土地改良事業団体連合会

3742 薮田 敏幸 熊本県土地改良事業団体連合会

3792 川端 輝昭 熊本県土地改良事業団体連合会

3812 今村 真介 熊本県土地改良事業団体連合会

3813 民長 孝和 熊本県土地改良事業団体連合会

3832 築田 謙司 熊本県土地改良事業団体連合会

3924 吉見 昇悟 熊本県土地改良事業団体連合会

3926 甲斐 幸輔 熊本県土地改良事業団体連合会

3957 渋谷 晃 熊本県土地改良事業団体連合会

4134 上田 真司 熊本県土地改良事業団体連合会

4257 佐藤 裕治 熊本県土地改良事業団体連合会

3337 寺田 泰隆 三共コンサルタント(株)
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168 蓑田 富雄 若鈴コンサルタンツ(株)

3970 西元 貴一 若鈴コンサルタンツ(株)

3722 緒方 直樹 西日本測量設計(株)

811 富田 繁雄 東和測量設計(株)

大分県 1921 柿下 正己 (株)アーバンプラン

(71名) 2604 増尾 英明 (株)アスト

3519 長野 浩史 (株)キョウワ

3720 山田 有一 (株)キョウワ

3015 小林 ひとみ (株)サザンテック

472 辛島 文典 (株)ジアス

474 谷口 慎一 (株)ジアス

1302 宮﨑 良博 (株)テクノコンサルタント

375 渡辺 裕芳 (株)共和測量設計

2795 三浦 信幸 (株)共和測量設計

676 甲斐 正美 (株)兼田コンサルタント

2588 川野 義明 (株)建設コンサルタントサニー

2785 川辺 伸一郎 (株)建設コンサルタントサニー

2782 井野 賞示 (株)光建エンジニアリング

3105 鞭目 光之 (株)佐藤設計コンサルタント

154 古後 英幸 (株)東豊開発コンサルタント

3490 石本 豊和 (株)豊西測量設計

2593 佐藤 茂 (有)ファーミング

2601 永田 健二郎 (有)衛藤測量設計

4193 吉田 直人 NTCコンサルタンツ(株)

4229 太田 真弓 NTCコンサルタンツ(株)

4238 南 直哉 NTCコンサルタンツ(株)

2963 長野 元樹 ダイエーコンサルタント(株)

3432 高司 和明 ダイエーコンサルタント(株)

2141 西濱 勝明 フロンテエンジニア(株)

3241 板井 信之 角栄測量設計(株)

3242 後藤 宏之 角栄測量設計(株)

4188 後藤 健治 共立コンサルタント(株)

2468 高橋 芳友 協同エンジニアリング(株)

3017 高木 邦好 佐伯調査(株)

2784 大前 壽人 若鈴コンサルタンツ(株)

2961 太田 俊英 若鈴コンサルタンツ(株)

3111 渡辺 秀己 若鈴コンサルタンツ(株)

2397 無田 豊美 精巧エンジニアリング(株)

1822 赤峰 英雄 西日本コンサルタント(株)

1824 竹下 鉄夫 西日本コンサルタント(株)

1922 大﨑 清文 西日本コンサルタント(株)



令和5年4月1日現在

都道府県 登録番号 氏名 勤務先

令和5年度　農業土木技術管理士登録名簿(九州･沖縄ブロック 950名)

3110 井田 税久 大分県

1818 鶴成 厳 大分県土地改良事業団体連合会

1820 宮本 良雄 大分県土地改良事業団体連合会

1917 佐藤 公紀 大分県土地改良事業団体連合会

1918 中城 英利 大分県土地改良事業団体連合会

1936 清水 寿和 大分県土地改良事業団体連合会

2085 梅本 隆男 大分県土地改良事業団体連合会

2165 佐々木 光治 大分県土地改良事業団体連合会

2179 麻生 賢正 大分県土地改良事業団体連合会

2180 大塚 景介 大分県土地改良事業団体連合会

2182 阿南 圭一郎 大分県土地改良事業団体連合会

2228 大石 慎一郎 大分県土地改良事業団体連合会

2252 馬場 啓四郎 大分県土地改良事業団体連合会

2373 河野 浩一 大分県土地改良事業団体連合会

3480 安部 俊郎 大分県土地改良事業団体連合会

3481 岡部 真一 大分県土地改良事業団体連合会

3595 麻生 晶広 大分県土地改良事業団体連合会

3596 河野 智弘 大分県土地改良事業団体連合会

3969 松本 浩一 大分県土地改良事業団体連合会

4135 工藤 寛嗣 大分県土地改良事業団体連合会

4136 首藤 英介 大分県土地改良事業団体連合会

4137 宇高 亮 大分県土地改良事業団体連合会

4216 赤嶺 孝輔 大分県土地改良事業団体連合会

4217 板井 正信 大分県土地改良事業団体連合会

4264 西川 真 大分県土地改良事業団体連合会

4363 藤田 義昭 大分県土地改良事業団体連合会

4369 江田 敏寿 大分県土地改良事業団体連合会

166 渡辺 繁美 大洋測量設計(株)



令和5年4月1日現在

都道府県 登録番号 氏名 勤務先

令和5年度　農業土木技術管理士登録名簿(九州･沖縄ブロック 950名)

3437 森山 英之 大洋測量設計(株)

3669 山本 一典 大洋測量設計(株)

3228 高田 孝輔 東亜コンサルタント(株)

1022 鈴川 俊道 東洋測量設計(株)

2010 高野 誠一郎 東洋測量設計(株)

4286 佐藤 好隆 東洋測量設計(株)

宮崎県 860 奈須 敬丞 (株)MSプランニング

(72名) 3488 吉村 敏郎 (株)海老原測量設計コンサルタント

2377 黒木 隆雄 (株)共同技術コンサルタント

2978 坂本 修一 (株)共同技術コンサルタント

2987 田村 代志輝 (株)共同技術コンサルタント

151 本山 義明 (株)九研綜合コンサルタント

4201 中島 英博 (株)九州土木設計コンサルタント

2640 野尻 周男 (株)晃和コンサルタント

2651 山中 智宏 (株)晃和コンサルタント

3212 高原 敬一 (株)晃和コンサルタント

3731 松下 香代 (株)甲南

309 池山 秀明 (株)国土開発コンサルタント

1841 田鍋 貴時 (株)国土開発コンサルタント

2254 肥後 政博 (株)国土開発コンサルタント

3217 有田 勉 (株)国土開発コンサルタント

3677 黒木 淳博 (株)国土開発コンサルタント

3041 大﨑 貴博 (株)城西エンジニアリング

3042 郡山 隆一 (株)城西エンジニアリング

1196 蓑田 裕昭 (株)測進開発

1356 木藤 広幸 (株)都城技建コンサルタント

1585 工藤 稔 (株)都城技建コンサルタント

1695 竹下 利隆 (株)都城技建コンサルタント

2808 中野 和紀 (株)都城技建コンサルタント

2862 廣瀬 義雄 (株)島田設計コンサルタント

2962 鳥越 逸雄 (株)日豊測量設計

696 谷村 茂樹 (株)白浜測量設計

940 白浜 隆寛 (株)白浜測量設計

3784 黒木 祐介 (株)白浜測量設計

2625 香梅 長淑 (株)八光開発コンサルタント

2811 中村 学 (株)八光開発コンサルタント

3657 益留 重人 (公社)宮崎県農業振興公社

3090 福田 一美 (有)はまゆう測量設計

4005 戸髙 健一 (有)夷守測量設計事務所

2597 津隈 健二 (有)山藤測量設計コンサルタント

2383 徳永 秀一郎 (有)徳永測量



令和5年4月1日現在

都道府県 登録番号 氏名 勤務先
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2979 坂元 成謙 (有)徳永測量

2992 益崎 秀往 フェニックスコンサルタント(株)

3124 園田 剛 フェニックスコンサルタント(株)

3586 甲斐 正樹 フェニックスコンサルタント(株)

3935 下沖 康介 下沖測量(有)

2618 海田 幹男 宮崎県土地改良事業団体連合会

2801 大田原 守正 宮崎県土地改良事業団体連合会

2807 橘木 利満 宮崎県土地改良事業団体連合会

2819 矢野 幸典 宮崎県土地改良事業団体連合会

2974 神坂 幸夫 宮崎県土地改良事業団体連合会

2976 小柳 隆宏 宮崎県土地改良事業団体連合会

2986 竹迫 勝彦 宮崎県土地改良事業団体連合会

2996 宮脇 裕二 宮崎県土地改良事業団体連合会

3146 愛甲 達軌 宮崎県土地改良事業団体連合会

3147 佐藤 弘明 宮崎県土地改良事業団体連合会

3148 竹松 浩司 宮崎県土地改良事業団体連合会

3150 福重 昭宏 宮崎県土地改良事業団体連合会

3151 福留 久男 宮崎県土地改良事業団体連合会

3152 村岡 慎也 宮崎県土地改良事業団体連合会

3340 小谷 翔 宮崎県土地改良事業団体連合会

3341 永野 正和 宮崎県土地改良事業団体連合会

3755 小浦 良一 宮崎県土地改良事業団体連合会

3859 伊藤 和幸 宮崎県土地改良事業団体連合会

3860 首藤 嘉弘 宮崎県土地改良事業団体連合会

3861 中村 浩一郎 宮崎県土地改良事業団体連合会

3862 山下 耕一 宮崎県土地改良事業団体連合会

4020 武田 博幸 宮崎県土地改良事業団体連合会

4021 齋藤 修 宮崎県土地改良事業団体連合会

4133 柏木 友宏 宮崎県土地改良事業団体連合会

4234 加藤 雅史 宮崎県土地改良事業団体連合会

4371 日高 崇司 宮崎県土地改良事業団体連合会

932 菓子野 浩行 近代技建(株)

1433 川畠 康成 近代技建(株)

41 高橋 真一 九州工営(株)
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2429 下沖 秀和 南興測量設計(株)

4070 佐藤 政和 南興測量設計(株)

1923 神崎 信一 南日本総合コンサルタント(株)

鹿児島県 2971 大牟禮 謙吾 (株)eベクトル

(433名) 2820 山下 祐志 (株)アーステクノ

3818 萩原 清道 (株)アジア技術コンサツタンツ

1924 谷門 祐次 (株)アジア技術コンサルタンツ

2406 栫 恵一 (株)アジア技術コンサルタンツ

2851 笹河 徹 (株)アジア技術コンサルタンツ

3309 中村 猛朗 (株)アジア技術コンサルタンツ

3543 大山 綱治 (株)アジア技術コンサルタンツ

3544 安田 広幸 (株)アジア技術コンサルタンツ

3682 新馬場 浩 (株)アジア技術コンサルタンツ

3929 牧 和宏 (株)アジア技術コンサルタンツ

3930 五十嵐 久則 (株)アジア技術コンサルタンツ

3931 加治屋 澄香 (株)アジア技術コンサルタンツ

4204 濵園 和成 (株)アジア技術コンサルタンツ

2614 宇住庵 建悟 (株)イオリ技建コンサルタント

3051 奥 豪 (株)イオリ技建コンサルタント

3452 枦山 幸喜 (株)イオリ技建コンサルタント

2431 高田 敬二 (株)オーヨー土木設計

3149 豊倉 貫一郎 (株)オーヨー土木設計

2839 福岡 栄 (株)カーネギー産業

3322 園田 和隆 (株)コスモコンサルタンツ

1704 京牟禮 誠 (株)コバルト技建

2401 池田 政治 (株)コバルト技建

3752 岩下 敏幸 (株)コバルト技建

4026 吉村 喜一郎 (株)コバルト技建

4319 山下 司 (株)コバルト技建

4346 水口 史 (株)コバルト技建

2413 川畑 晶揮 (株)さこうコンサルタント

2424 佐潟 幸男 (株)さこうコンサルタント

3347 日髙 和成 (株)さこうコンサルタント

3704 佐潟 大輔 (株)さこうコンサルタント

747 徳満 義和 (株)サタコンサルタンツ

1085 池ノ上 宏志 (株)サタコンサルタンツ

1086 有村 敏郎 (株)サタコンサルタンツ

1087 永山 昭博 (株)サタコンサルタンツ

2626 児島 義昭 (株)サタコンサルタンツ

2821 山下 修平 (株)サタコンサルタンツ

3099 宮下 博之 (株)サタコンサルタンツ
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3114 安田 憲司 (株)サタコンサルタンツ

3219 山下 彰士 (株)サタコンサルタンツ

3220 森川 房枝 (株)サタコンサルタンツ

3256 京之嶺 隆 (株)サタコンサルタンツ

3359 吉嶺 彰二 (株)サタコンサルタンツ

3569 井上 章太郎 (株)サタコンサルタンツ

3654 佐藤 由美子 (株)サタコンサルタンツ

3672 鶴永 秋一 (株)サタコンサルタンツ

4095 福元 浩一 (株)サタコンサルタンツ

4127 内 智昭 (株)サタコンサルタンツ

4197 金尾 建志 (株)サタコンサルタンツ

4203 安田 裕子 (株)サタコンサルタンツ

4206 和田 英樹 (株)サタコンサルタンツ

1425 上水流 達郎 (株)タカラプランニング

2638 西帯野 茂樹 (株)タカラプランニング

2799 池田 亮 一 (株)タカラプランニング

4205 山下 英明 (株)タカラプランニング

249 落 一也 (株)みともコンサルタント

479 東 司郎 (株)みともコンサルタント

1404 尾原 英樹 (株)みともコンサルタント

1834 後野 修一 (株)みともコンサルタント

2653 山本 晴次 (株)みともコンサルタント

2814 樋渡 清知 (株)みともコンサルタント

2994 松本 秀和 (株)みともコンサルタント

3057 井料 敏隆 (株)みともコンサルタント

3169 石丸 猛 (株)みともコンサルタント

3265 佐々木 亮太 (株)みともコンサルタント

3556 園田 孝之 (株)みともコンサルタント

3852 野間口 覚 (株)みともコンサルタント

3884 若松 宣孝 (株)みともコンサルタント

3936 嵜迫 武徳 (株)みともコンサルタント

4202 西帯野 真樹 (株)株式会社タカラプランニング

2447 東 満浩 (株)丸建技術

4247 飯田 靖 (株)技術開発コンサルタント

3821 畑中 孝文 (株)吉留組

585 内村 正樹 (株)久永コンサルタント

751 永田 千秋 (株)久永コンサルタント

858 出口 勝弘 (株)久永コンサルタント

1698 桑鶴 壽 (株)久永コンサルタント

2021 大迫 真司 (株)久永コンサルタント

2178 黒江 裕樹 (株)久永コンサルタント
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2262 米重 芳宣 (株)久永コンサルタント

2432 竹下 昭典 (株)久永コンサルタント

2632 知念 秀一 (株)久永コンサルタント

2850 岩坪 謙吾 (株)久永コンサルタント

3353 倉津 悟 (株)久永コンサルタント

3444 小瀬戸 鉄平 (株)久永コンサルタント

3574 坂口 陽祐 (株)久永コンサルタント

3575 福留 勝 (株)久永コンサルタント

4122 東郷 清次 (株)久永コンサルタント

4212 谷口 晃 (株)久永コンサルタント

4311 木ノ下 洸成 (株)久永コンサルタント

91 志々目 久義 (株)錦城

1354 畠中 省次 (株)錦城

2181 海江田 正 (株)錦城

2227 榮徳 幸二 (株)錦城

2445 早崎 孝志 (株)錦城

3342 永田 瑞樹 (株)錦城

3446 新西 成男 (株)錦城

3448 田﨑 信一 (株)錦城

3451 鋸﨑 敏裕 (株)錦城

3589 岩満 俊一郎 (株)錦城

3939 福永 圭一郎 (株)錦城

4144 山下 翔平 (株)錦城

4221 石井 洋己 (株)錦城

4251 榎田 かおり (株)錦城

1423 富山 志津雄 (株)建設技術コンサルタンツ

2404 牛堀 武志 (株)建設技術コンサルタンツ

3317 永野 孝幸 (株)建設技術コンサルタンツ

3458 用皆 大輔 (株)建設技術コンサルタンツ

3932 岡山 拓哉 (株)建設技術コンサルタンツ

4119 松下 聡志 (株)建設技術コンサルタンツ

4289 中村 健史 (株)建設技術コンサルタンツ

749 桑野 正志 (株)国土技術コンサルタンツ

1303 堂満 政勝 (株)国土技術コンサルタンツ

1700 東 正美 (株)国土技術コンサルタンツ

2235 川野 浩幸 (株)国土技術コンサルタンツ

2407 梶原 貴 (株)国土技術コンサルタンツ

3535 鹿倉 良寿 (株)国土技術コンサルタンツ

3928 岩切 靖志 (株)国土技術コンサルタンツ

4048 横山 真也 (株)国土技術コンサルタンツ

4055 小野 貢司 (株)国土技術コンサルタンツ
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4056 西澤 謙二 (株)国土技術コンサルタンツ

4092 崎山 恵 (株)国土技術コンサルタンツ

4168 植村 桂樹 (株)国土技術コンサルタンツ

4169 大倉 尚美 (株)国土技術コンサルタンツ

4170 隈元 智美 (株)国土技術コンサルタンツ

4171 安永 信一郎 (株)国土技術コンサルタンツ

4194 井元 幸司 (株)国土技術コンサルタンツ

4313 下園 英子 (株)国土技術コンサルタンツ

4314 薗田 隆博 (株)国土技術コンサルタンツ

4315 中島 彩 (株)国土技術コンサルタンツ

1589 井川 秀夫 (株)新日本技術コンサルタント

2240 塩入 清道 (株)新日本技術コンサルタント

2980 郷 龍志 (株)新日本技術コンサルタント

3058 小幡 福徳 (株)新日本技術コンサルタント

3888 谷口 幸一 (株)新日本技術コンサルタント

4353 小園 亜由美 (株)新日本技術コンサルタント

2436 冨永 守 (株)水環境プランニング

3591 平山 正己 (株)水環境プランニング

1617 内村 博伸 (株)大亜

1701 宮内 浩二 (株)大亜

3683 下村 善行 (株)大亜

3684 柳川 海洋 (株)大亜

3706 夏迫 強 (株)大亜

4036 濵川 直樹 (株)大亜

2421 西川 晃央 (株)大亜測量設計

2434 寺原 友一郎 (株)大亜測量設計

2610 有村 幸治 (株)大亜測量設計

2639 西ノ園 憲志 (株)大亜測量設計

2804 倉村 昌樹 (株)大亜測量設計

2812 日髙 秀幸 (株)大亜測量設計

4064 田中 美枝 (株)大亜測量設計

4065 坂口 希美 (株)大亜測量設計

4066 江崎 すばる (株)大亜測量設計

4067 門田 昌大 (株)大亜測量設計

4068 仮屋崎 義宏 (株)大亜測量設計

1928 山内 康功 (株)大進

1929 中野 智章 (株)大進

1931 原 正和 (株)大進

1937 小林 清文 (株)大進

2028 馬比尾 孝一 (株)大進

2427 笹森 博幸 (株)大進



令和5年4月1日現在

都道府県 登録番号 氏名 勤務先

令和5年度　農業土木技術管理士登録名簿(九州･沖縄ブロック 950名)

2444 濵田 千友美 (株)大進

2613 上原 健一 (株)大進

2648 松田 重和 (株)大進

2649 南川 由布子 (株)大進

3976 一松 隆 (株)大進

4010 折田 幸憲 (株)大進

3858 野嶽 健一 (株)大豊技研

2622 倉 基文 (株)大翔

3094 三谷 英二 (株)大翔

3270 新村 浩輝 (株)大翔

3694 津田 良一 (株)大翔

3699 中俣 敏朗 (株)大翔

3700 田畑 公子 (株)大翔

3702 福元 光治 (株)大翔

3703 末吉 智宏 (株)大翔

4145 中島 正志 (株)大翔

4239 滝下 早織 (株)大翔

4250 上國料 正史 (株)大翔

4254 二木 康一郎 (株)大翔

2451 松木 秀郎 (株)第一技術コンサルタンツ

2988 中面 静雄 (株)第一技術コンサルタンツ

3299 徳丸 隆之 (株)第一技術コンサルタンツ

937 吉永 憲弘 (株)第一地研開発

1831 岩元 俊道 (株)池田コンサルタント

2633 冨田 次雄 (株)池田コンサルタント

2699 徳永 博幸 (株)中島測量設計

3590 山下 浩平 (株)朝日開発コンサルタンツ

1240 久木原 幸二 (株)南九州プランニング

2635 中村 茂人 (株)南九州プランニング

1424 水口 新一郎 (株)南日本技術コンサルタンツ

1592 道岡 良一 (株)南日本技術コンサルタンツ

2022 德冨 博哉 (株)南日本技術コンサルタンツ

2155 大久保 尚 (株)南日本技術コンサルタンツ

2156 永野 良知 (株)南日本技術コンサルタンツ

2263 和田 博昭 (株)南日本技術コンサルタンツ

2629 佐々木 晋司 (株)南日本技術コンサルタンツ

2802 菊永 誠一郎 (株)南日本技術コンサルタンツ

2973 梶原 春男 (株)南日本技術コンサルタンツ

2995 右田 広明 (株)南日本技術コンサルタンツ

3592 川路 辰也 (株)南日本技術コンサルタンツ

3625 有村 良也 (株)南日本技術コンサルタンツ
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4230 田中 俊行 (株)南日本技術コンサルタンツ

4231 谷口 光久 (株)南日本技術コンサルタンツ

804 髙山 麗子 (株)日峰測地

2023 宇田 英憲 (株)日峰測地

2419 小村 友春 (株)日峰測地

4235 義村 太 (株)日峰測地

431 萩原 章一 (株)萩原技研

748 平野 孝男 (株)萩原技研

935 山下 拓郎 (株)萩原技研

1304 立本 博志 (株)萩原技研

2400 飯尾 昭和 (株)萩原技研

2627 榮 弘昭 (株)萩原技研

3364 德丸 治久 (株)萩原技研

3817 西村 亨 (株)萩原技研

2403 岩元 芳子 (株)福永技研

3278 船間 晃 (株)立花コンサルタント

2991 藤山 浩考 (有)エンジニアプランニング

245 秋野 義廣 (有)せいこう技研

3333 新穂 和幸 (有)せいこう技研

4009 松ヶ野 勇 (有)せいこう技研

2428 猿樂 修 (有)栄進測量設計

2620 川畑 伸也 (有)栄進測量設計

3068 細山田 崇一 (有)栄進測量設計

3243 山口 悟 (有)栄進測量設計

2159 吉見 禎夫 (有)振興測量設計事務所

2405 大田 望 (有)振興測量設計事務所

3067 古屋 則幸 (有)振興測量設計事務所

3255 前田 数馬 (有)前田土木技術

3450 年神 寿志 (有)前田土木技術

3065 中村 数喜 (有)中村設計・補償コンサルタント事務所

3218 橋口 達也 (有)中村設計・補償コンサルタント事務所

3457 山元 清美 (有)中村設計・補償コンサルタント事務所

4359 祝迫 良二 NTCコンサルタンツ(株)

1025 迫田 修 アースコンサルタンツ(株)

1446 西村 正次 アースコンサルタンツ(株)

4074 松木薗 周平 アースコンサルタンツ(株)

2809 中俣 八州男 アルファプラン(株)

3447 杉原 庸水 エフマック(株)

2982 志比田 寛之 オリエントエンジニアリング(株)

486 前原 秀彦 コスモコンサルタンツ(株)

1697 酒匂 英通 コスモコンサルタンツ(株)
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2082 枩下 栄樹 コスモコンサルタンツ(株)

2225 岩下 孝行 コスモコンサルタンツ(株)

3009 今柳田 浩幸 コスモコンサルタンツ(株)

3154 田野 博和 コスモコンサルタンツ(株)

3449 土元 徹也 コスモコンサルタンツ(株)

3738 野畑 慎也 コスモコンサルタンツ(株)

3826 小島 真吾 コスモコンサルタンツ(株)

3827 冨吉 圭祐 コスモコンサルタンツ(株)

3828 宮脇 浩二 コスモコンサルタンツ(株)

4116 神田橋 辰也 コスモコンサルタンツ(株)

4117 畑中 宣昭 コスモコンサルタンツ(株)

4118 三島 勇人 コスモコンサルタンツ(株)

3577 松山 義高 ユニオン技術(株)

1426 仮屋 薩男 仮屋測量設計事務所

1825 松田 有司 共進測量設計(株)

2624 幸田 有孝 共進測量設計(株)

2628 櫻木 健一 共進測量設計(株)

2861 岩切 秀久 共進測量設計(株)

3096 土橋 裕一郎 共進測量設計(株)

3676 赤塚 康治 共進測量設計(株)

3783 内園 保男 共進測量設計(株)

753 大島 徹矢 建設情報コンサルタンツ(株)

1026 徳松 隆司 三州技術コンサルタント(株)

1156 村山 重憲 三州技術コンサルタント(株)

1829 永吉 和幸 三州技術コンサルタント(株)

2174 藤野 宏樹 三州技術コンサルタント(株)

2260 山下 順之 三州技術コンサルタント(株)

2438 永綱 巧 三州技術コンサルタント(株)

2617 大川畑 隆 三州技術コンサルタント(株)

2644 日高 伸也 三州技術コンサルタント(株)

3527 木塚 輝弘 三州技術コンサルタント(株)

4115 西田 正悟 三州技術コンサルタント(株)

4198 仮屋薗 晃 三州技術コンサルタント(株)

4268 松元 正樹 三州技術コンサルタント(株)

4344 瀬戸口 耕平 三州技術コンサルタント(株)

4345 日? 武志 三州技術コンサルタント(株)

2989 枦山 文明 山下プランニング(株)

3607 徳元 光幸 鹿児島県

2842 桃木野 隆 鹿児島県

3360 小原 敏郎 鹿児島県

3516 田中 信昭 鹿児島県
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4022 中村 憲吾 鹿児島県

4023 慶田 芳昭 鹿児島県

4024 倉津 安徳 鹿児島県

4034 池之上 隆史 鹿児島県

4142 有村 勝成 鹿児島県

4260 久米村 国治 鹿児島県

4316 中村 良法 鹿児島県

4360 大久保 隆幸 鹿児島県

1925 折田 耕栄 鹿児島県土地改良事業団体連合会

2011 上野 健司 鹿児島県土地改良事業団体連合会

2012 安田 喜輝 鹿児島県土地改良事業団体連合会

2408 上市園 誠 鹿児島県土地改良事業団体連合会

2409 神川 英資 鹿児島県土地改良事業団体連合会

2410 亀井 康二 鹿児島県土地改良事業団体連合会

2412 川畑 秀典 鹿児島県土地改良事業団体連合会

2414 久保 義文 鹿児島県土地改良事業団体連合会

2415 藏園 一樹 鹿児島県土地改良事業団体連合会

2416 倉田 達也 鹿児島県土地改良事業団体連合会

2420 小山 義昭 鹿児島県土地改良事業団体連合会

2423 坂口 洋一郎 鹿児島県土地改良事業団体連合会

2425 迫 浩幸 鹿児島県土地改良事業団体連合会

2440 鍋山 浩之 鹿児島県土地改良事業団体連合会

2441 西 慎二 鹿児島県土地改良事業団体連合会

2442 西迫 芳文 鹿児島県土地改良事業団体連合会

2443 橋野 節 鹿児島県土地改良事業団体連合会

2446 繁昌 賢治 鹿児島県土地改良事業団体連合会

2450 松尾 芳英 鹿児島県土地改良事業団体連合会

2454 森川 幸八 鹿児島県土地改良事業団体連合会

2455 諸留 幸夫 鹿児島県土地改良事業団体連合会

2456 山口 正弘 鹿児島県土地改良事業団体連合会

2458 吉住 紀隆 鹿児島県土地改良事業団体連合会

2462 笹原 清 鹿児島県土地改良事業団体連合会

2466 羽根田 聡 鹿児島県土地改良事業団体連合会

2611 池田 大助 鹿児島県土地改良事業団体連合会

2615 内村 住春 鹿児島県土地改良事業団体連合会

2616 大石 法生 鹿児島県土地改良事業団体連合会

2630 髙原 一夫 鹿児島県土地改良事業団体連合会

2631 竹田 幸治 鹿児島県土地改良事業団体連合会

2636 中村 達裕 鹿児島県土地改良事業団体連合会

2637 永吉 和成 鹿児島県土地改良事業団体連合会

2643 東杢比野 隼 鹿児島県土地改良事業団体連合会
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2652 山之上 秋光 鹿児島県土地改良事業団体連合会

2659 瀬戸口 正満 鹿児島県土地改良事業団体連合会

2667 堀之内 剛 鹿児島県土地改良事業団体連合会

2669 丸目 伸幸 鹿児島県土地改良事業団体連合会

2738 内村 正臣 鹿児島県土地改良事業団体連合会

2826 坂元 英明 鹿児島県土地改良事業団体連合会

2830 吐合 政和 鹿児島県土地改良事業団体連合会

2968 荒場 敏彦 鹿児島県土地改良事業団体連合会

2985 武石 浩治 鹿児島県土地改良事業団体連合会

2990 廣島 寿和 鹿児島県土地改良事業団体連合会

2993 松崎 誠 鹿児島県土地改良事業団体連合会

3060 瀬崎 伸吾 鹿児島県土地改良事業団体連合会

3578 堀 洋一郎 鹿児島県土地改良事業団体連合会

3627 飯田 健吾 鹿児島県土地改良事業団体連合会

3975 山下 泰史 鹿児島県土地改良事業団体連合会

4124 島崎 翼 鹿児島県土地改良事業団体連合会

4125 小島 郁哉 鹿児島県土地改良事業団体連合会

4126 岩井田 優作 鹿児島県土地改良事業団体連合会

4252 木下 剛志 鹿児島県土地改良事業団体連合会

4253 赤野 良介 鹿児島県土地改良事業団体連合会

1699 鎌田 一彦 鹿児島土木設計(株)

2411 狩集 克已 鹿児島土木設計(株)

2418 小原 英徳 鹿児島土木設計(株)

2621 川原 健志 鹿児島土木設計(株)

2641 浜崎 猛 鹿児島土木設計(株)

2646 福島 勲 鹿児島土木設計(株)

2977 坂元 智 鹿児島土木設計(株)

3351 米澤 二三夫 鹿児島土木設計(株)

3445 坂元 大吾 鹿児島土木設計(株)

3453 松木田 健一 鹿児島土木設計(株)

3987 吉富 久人 鹿児島土木設計(株)

4051 安藤 光良 鹿児島土木設計(株)

4088 川﨑 昭二 鹿児島土木設計(株)

936 竹下 公二 新和技術コンサルタント(株)

1422 藏元 隆 新和技術コンサルタント(株)

1828 南 英明 新和技術コンサルタント(株)

1831 岩元 俊道 新和技術コンサルタント(株)

2430 新 博文 新和技術コンサルタント(株)

2612 上野 良和 新和技術コンサルタント(株)

2981 塩鶴 隆二 新和技術コンサルタント(株)

2984 新屋 保 新和技術コンサルタント(株)
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2998 森脇 省吾 新和技術コンサルタント(株)

3685 田中 竹二郎 新和技術コンサルタント(株)

3688 胸元 洋一 新和技術コンサルタント(株)

3754 藤井 規彰 新和技術コンサルタント(株)

3927 徳永 修治 新和技術コンサルタント(株)

3937 出口 徹裕 新和技術コンサルタント(株)

3960 大薗 親史 新和技術コンサルタント(株)

4035 里中 研太 新和技術コンサルタント(株)

4042 宅間 友則 新和技術コンサルタント(株)

4043 角 成生 新和技術コンサルタント(株)

4106 瓜生田 丈司 新和技術コンサルタント(株)

4107 松本 益幸 新和技術コンサルタント(株)

1702 横原 猛英 水興設計(株)

4199 木原 威一郎 西之表市役所

3883 有薗 敏英 大成ジオテック(株)

2983 陳尾 幸弘 大正測量設計(株)

1197 山ノ口 正和 大福コンサルタント(株)

1593 川野 千尋 大福コンサルタント(株)

2017 阿久根 芳徳 大福コンサルタント(株)

2158 吉村 弘幸 大福コンサルタント(株)

2161 中島 太 大福コンサルタント(株)

2164 村上 央 大福コンサルタント(株)

2166 和田 昭二 大福コンサルタント(株)

2187 下尾﨑 泰宏 大福コンサルタント(株)

2230 緒方 和浩 大福コンサルタント(株)

2854 保坂 健太郎 大福コンサルタント(株)

3167 新村 雄生 大福コンサルタント(株)

3456 森山 裕介 大福コンサルタント(株)

3508 久米村 孝 大福コンサルタント(株)

3597 有村 実弘 大福コンサルタント(株)

4078 園田 勝徳 大福コンサルタント(株)

4143 米森 康治 大福コンサルタント(株)

4318 廣橋 隼人 大福コンサルタント(株)

3133 橋田 英生 大和測量設計(株)

750 山口 満 中央テクノ(株)

1157 柴山 修一 中央テクノ(株)

1594 有村 純博 中央テクノ(株)

3605 大窪 和也 中央テクノ(株)

3705 小山田 信一 中央テクノ(株)

3933 恒吉 明彦 中央テクノ(株)

3934 廣濱 雅樹 中央テクノ(株)
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1024 中玉利 和記 朝日開発コンサルタンツ(株)

2176 米盛 澄則 朝日開発コンサルタンツ(株)

2452 松下 省三 朝日開発コンサルタンツ(株)

2852 原口 征士 朝日開発コンサルタンツ(株)

3098 馬場 義継 朝日開発コンサルタンツ(株)

4195 岩元 広幸 朝日開発コンサルタンツ(株)

4196 河合 智昭 朝日開発コンサルタンツ(株)

4200 田久保 貴士 朝日開発コンサルタンツ(株)

4317 野元 優也 朝日開発コンサルタンツ(株)

732 湯田 幸雄 湯田技術士事務所

2645 深町 向龍 南生測量設計

2655 渡辺 弘司 日本基礎技術(株)

2818 森永 高行 日本基礎技術(株)

1827 豊島 英樹 霧島エンジニアリング(株)

2426 酒匂 秀章 霧島エンジニアリング(株)

2435 遠山 清信 霧島エンジニアリング(株)

2457 山中 一秀 霧島エンジニアリング(株)

3525 中西 崇 霧島エンジニアリング(株)

3814 駿河 まどか 霧島エンジニアリング(株)

3815 長坪 芳幸 霧島エンジニアリング(株)

3816 中西 修 霧島エンジニアリング(株)
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3938 老谷 まゆみ 霧島エンジニアリング(株)

4032 西園 一登 霧島エンジニアリング(株)

4192 山下 敏郎 霧島エンジニアリング(株)

4312 小島 佳那枝 霧島エンジニアリング(株)

2448 日高 和人

沖縄県 3274 康広 誠己 (一財)建設物価調査会

(123名) 2827 高畑 安紀子 (株)ウイング総合設計

2662 玉城 盛和 (株)サンテックインターナショナル

2694 知念 克 (株)サンテックインターナショナル

3944 上原 直樹 (株)サンテックインターナショナル

4132 荒井 栄一 (株)サンテックインターナショナル

2666 根間 惠勇 (株)シグマ

1703 冝保 剛 (株)ベストコンサルタント

3940 原田 寿毅 (株)ベストコンサルタント

4054 鈴木 晶博 (株)ベストコンサルタント

4131 照屋 洋 (株)ベストコンサルタント

2467 與那嶺 昇 (株)ホープ設計

2471 高嶺 哲夫 (株)ホープ設計

3311 亀川 要子 (株)ホープ設計

3312 宮城 正 (株)ホープ設計

3314 宇地原 崇夫 (株)ホープ設計

3537 平田 かおり (株)沖橋エンジニアリング

3667 池城 聡 (株)沖橋エンジニアリング

3266 津嘉山 昭男 (株)海秀

4240 西里 繁寛 (株)海秀

3551 湧川 弘範 (株)宮古測量設計コンサルタント

3788 與那覇 彩 (株)宮古測量設計コンサルタント

3786 宇地原 淳 (株)協和建設コンサルタント

4027 知念 和彦 (株)興武測量設計

4104 下地 俊充 (株)興武測量設計

2822 安里 拓 (株)興洋エンジニアリング

893 新垣 寛幸 (株)新生建設コンサルタント

3785 石嶺 篤浩 (株)新生建設コンサルタント

1934 知念 茂之 (株)双葉測量設計

3961 大見謝 恒明 (株)双葉測量設計

2664 中田 憲作 (株)大協企画コンサルタント

2668 前泊 邦彦 (株)大協企画コンサルタント

2831 前泊 保弘 (株)大協企画コンサルタント

3820 友利 伸一 (株)大協企画コンサルタント

2670 山口 盛仁 (株)大協測量設計

3128 永島 規雄 (株)大成建設コンサルタント
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3819 佐和田 栄人 (株)大成建設コンサルタント

2242 砂川 悟 (株)大知企画コンサルタント

3941 知念 誠二 (株)大知企画コンサルタント

4213 石垣 雅好 (株)大知企画コンサルタント

807 末吉 常己 (株)大洋土木コンサルタント

808 豊田 憲龍 (株)大洋土木コンサルタント

2855 荒金 竜太 (株)大洋土木コンサルタント

587 比嘉 克宏 (株)田幸技建コンサルタント

2244 田幸 英一郎 (株)田幸技建コンサルタント

3580 宮里 裕也 (株)田幸技建コンサルタント

2661 玉城 正篤 (株)東邦建設コンサルタント

3554 石川 明 (株)東邦建設コンサルタント

2656 糸満 博 (株)東洋建設コンサルタント

3743 渡邉 知記 (株)東洋建設コンサルタント

4320 上地 翔太 (株)東洋建設コンサルタント

3001 後仲筋 和彦 (株)南城技術開発

3461 野原 博豪 (株)南西環境研究所

2686 池城 敏明 (株)日建コンサルタント

2687 佐平 博昭 (株)日建コンサルタント

3308 友利 英信 (株)日建コンサルタント

4208 與那覇 拓 (株)日建コンサルタント

4323 根間 和彦 (株)日建コンサルタント

4347 新里 秀樹 (株)日建コンサルタント

3061 小池 正敬 (株)日誠プランニング

3224 池原 秀人 (株)八島建設コンサルタント

3732 砂川 守男 (株)八島建設コンサルタント

4012 濵川 武寿 (株)八島建設コンサルタント

586 山城 正弘 (株)碧

3655 織笠 淳一 (株)碧

4322 謝敷 達也 (株)碧

2657 内原 用美 (株)碧コンサルタンツ

957 米藏 敏博 (株)翔土木設計

3002 大濵 克典 (株)翔土木設計

1835 上里 和踏 (有)インプラン

3787 宮國 安弘 (有)エリア測量設計

3221 新里 敏一 (有)カイホウ計画

2856 佐和田 惠利 (有)シグマ技研

3257 宮國 惠憲 (有)シグマ技研

3943 佐和田 健一郎 (有)シグマ技研

3407 髙里 良明 (有)羽生土木設計

968 糸洲 正昭 (有)環境プラン
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1588 吉永 安給 (有)吉永測量設計

4324 比屋根 祐 (有)大祐土木設計

3070 砂川 博昭 (有)地建

3071 下地 武将 (有)地建

3072 川満 昇 (有)地建

3073 大嶺 秀光 (有)地建

3258 内山 鉄平 (有)地建

3339 神里 雅之 (有)地建

3942 下地 用人 (有)地建

4052 下地 修平 (有)地建

4060 砂川 雄一郎 (有)地建

4207 砂川 貴洋 (有)地建

4321 下地 恭平 (有)地建

4336 奥平 帝竜 (有)地建

3004 下地 春義 (有)翼測量設計

1597 志水 利宏 ＮＴＣコンサルタンツ(株)

3977 棚原 孝 ＮＴＣコンサルタンツ(株)

242 赤嶺 彰 アート技研(株)

4109 小禄 和輝 アート技研(株)

4110 竹富 雅規 アート技研(株)

2368 荒川 浩成 アジアプランニング(株)

3244 髙﨑 裕子 アジアプランニング(株)

2584 岩本 昌人 沖縄NTC(株)

3793 伊良部 律寿 沖縄企画開発(株)

3050 仲嶺 朝信 沖縄基礎(株)

2173 上原 健次 沖縄県土地改良事業団体連合会

2222 安座間 実 沖縄県土地改良事業団体連合会

2233 兼城 浩之 沖縄県土地改良事業団体連合会

2236 金城 俊幸 沖縄県土地改良事業団体連合会

2460 糸数 剛 沖縄県土地改良事業団体連合会

2700 知念 武 沖縄県土地改良事業団体連合会

2825 桑江 淳 沖縄県土地改良事業団体連合会

2828 當山 学 沖縄県土地改良事業団体連合会

2829 長崎 博樹 沖縄県土地改良事業団体連合会

3003 金城 政幸 沖縄県土地改良事業団体連合会

3059 当山 忠昭 沖縄県土地改良事業団体連合会

3135 永吉 功治 沖縄県土地改良事業団体連合会

3136 米藏 敏之 沖縄県土地改良事業団体連合会

3137 親川 一志 沖縄県土地改良事業団体連合会

3482 稲嶺 盛聡 沖縄県土地改良事業団体連合会

3945 高江洲 健裕 沖縄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 登録番号 氏名 勤務先

令和5年度　農業土木技術管理士登録名簿(九州･沖縄ブロック 950名)

3988 仲村 亮 沖縄県土地改良事業団体連合会

4079 屋冝 光矢 沖縄県土地改良事業団体連合会

565 神村 盛裕 上城技術情報(株)

3794 上原 浩 内閣府沖縄総合事務局

2024 仲西 智勝


