
令和5年4月1日現在

都道府県 氏名 勤務先

北海道 1476 大澤 久 アサヒコンサルタント(株)

(者108名) 3095 藤枝 武志 (有)網走測量設計社

(補4名) 1186 菊地 裕司 (株)アルト技研

1187 高橋 哲也 (株)アルト技研

1188 山崎 良 (株)アルト技研

3042 那須 一通 (株)アルト技研

1094 尾崎 真吾 (株)尾崎測量設計事務所

3103 京谷 広司 臥牛測量設計(株)

1759 藤井 篤之 (株)カワムラ

587 山﨑 俊一 (株)協和コンサルタント

1914 若井 克文 (株)協和コンサルタント

1250 五十嵐 寿明 (有)協和測量設計

1226 幅口 博之 (株)香島コンサルタント

669 清水 慎吾 (株)郡土木コンサルタント

397 島田 昭三 サン技術コンサルタント(株)

400 菊池 建一 サン技術コンサルタント(株)

728 高尾 正則 サン技術コンサルタント(株)

2090 小西 覚 サン技術コンサルタント(株)

2091 篠原 弘充 サン技術コンサルタント(株)

2094 渡井 達也 サン技術コンサルタント(株)

3008 道山 大介 サン技術コンサルタント(株)

1915 杉本 義秀 シバタ技術コンサルタンツ(株)

1916 西 裕司 シバタ技術コンサルタンツ(株)

2325 小向 健二 シバタ技術コンサルタンツ(株)

2584 山本 優 昭和(株)

1080 山根 毅 新栄コンサルタント(株)

1153 若森 和弘 (株)新和測量

350 野田 聡和 (株)ズコーシャ

819 廣本 慶博 (株)ズコーシャ

889 小池 直之 (株)ズコーシャ

960 渡辺 昭浩 (株)ズコーシャ

1609 小門 聖二 (株)ズコーシャ

2071 名古屋 和昭 (株)ズコーシャ

2072 町田 優也 (株)ズコーシャ

2236 塩崎 いく恵 (株)ズコーシャ

2349 宮下 淳 (株)ズコーシャ

2350 平野 嘉宏 (株)ズコーシャ
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2654 萱場 富博 (株)ズコーシャ

2798 渋谷 由紀 (株)ズコーシャ

2800 松田 和英 (株)ズコーシャ

3161 奥 優一 (株)ズコーシャ

3187 数田 諭志 (株)ズコーシャ

3179 新田 敏樹 (株)空知コンサルタント

3197 山本 和浩 大起コンサルタント(株)

3236 藤川 祐介 大起コンサルタント(株)

322 勅使河原 克志 (株)大道測量設計

2092 田中 聡 太平洋総合コンサルタント(株)

2093 湯浅 博文 太平洋総合コンサルタント(株)

456 宍戸 美久 (株)高崎

765 大道 靖司 (株)高崎

3009 関澤 健一 高野測量(有)

1701 瀧本 幸三 (株)タナカコンサルタント

2469 佐藤 栄得 (株)タナカコンサルタント

2889 稲垣 良幸 (株)田西設計コンサル

3100 木村 基広 月館測量設計(株)

219 戸田 宏 (株)津村測量設計

3007 安田 崇 (株)東亜エンジニアリング

2820 梅本 拓也 (株)トウカイコンサル

460 中田 勝博 東光コンサルタント(株)

3005 廣富 哲也 東光コンサルタント(株)

3006 片岡 諭 東光コンサルタント(株)

3126 峯 謙二 東光コンサルタント(株)

3234 五郎部 修 東光コンサルタント(株)

3235 日蔭 敬太 東光コンサルタント(株)

757 石岡 晋二 東邦コンサルタント(株)

1917 林 隆幸 東邦コンサルタント(株)

2089 金森 重俊 東和工研(株)

1036 橋田 拓司 土地家屋調査士法人 共生ライズアクロス

1252 太田 洋己 (株)ドボク管理

1526 丹羽 直克 (株)ドボク管理

2509 高山 桂太 (株)ドボク管理

1918 中務 康 (株)ノース技研

2235 香川 毅彦 (株)ノース技研

3064 福原 敏之 バ－ム測量設計(株)

690 髙瀬 裕之 平田技術コンサルタント(株)
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1023 忠石 博光 平田技術コンサルタント(株)

2237 千葉 法弘 平田技術コンサルタント(株)

553 山内 弘之 (株)富士建設コンサル

2477 林 康弘 (株)富士建設コンサル

2499 西尾 泰彦 (株)富士建設コンサル

2657 増田 芳明 (株)富士建設コンサル

2729 上村 貴彦 (株)富士建設コンサル

2915 太田 智夫 (株)富士建設コンサル

3010 成田 元明 (株)富士建設コンサル

260 花田 治 (株)舟山組

1111 佐々木 将博 北王コンサルタント(株)

1471 老木 英雄 北王コンサルタント(株)

982 辻 秀基 北洋建設(株)

976 石田 貴惟 (株)ホクリンコンサルタント

983 切越 忠孝 (株)ホクリンコンサルタント

1391 藤原 貴裕 (株)ホクリンコンサルタント

1762 麻郷地 義浩 (株)補償セミナリー

1040 藤井 篤 (一財)北海道開発協会

1334 山田 晃生 北海道調査補償(株)

1761 中道 孝 北海道調査補償(株)

2805 南坂 真心 北海道調査補償(株)

3233 川原 希実 北海道調査補償(株)

3237 細川 雄也 北海道調査補償(株)

916 手塚 久輝 (株)北海道農業建設コンサルタント

3012 富川 愛 (株)北海道農業建設コンサルタント

3047 荒木 義勝 (株)北海道農業建設コンサルタント

1279 鈴木 光 益村測量設計(株)

2582 森 隆幸 益村測量設計(株)

681 松田 彬 (株)松田技術コンサルタント

707 児島 好幸 (株)未来測量

2841 畑田 仁志 (株)ムラコシ

3011 伊藤 賢治 (株)ムラコシ

2614 干場 誠一 (株)安井測量設計事務所

補 215 紺野 恭佑 サン技術コンサルタント(株)

補 216 庄司 渚 サン技術コンサルタント(株)

補 217 本間 つらら (株)ズコーシャ

補 229 佐藤 優 (株)ズコーシャ


