
令和5年4月1日現在

都道府県 氏名 勤務先

新潟県 1139 浜田 吉幸 (株)アイテック

(者61名) 2670 石倉 潤 (株)アイテック

(補3名) 2860 品田 尚紀 (株)アイテック

3019 柳 秀之 (株)アイテック

3131 三原 浩昭 阿賀野川土地改良区

296 青山 哲也 (株)青山設計

1113 佐藤 満 (株)青山設計

221 五十嵐 文雄 (株)あさひ測量設計事務所

379 蒲原 伸夫 (株)あさひ測量設計事務所

754 五十嵐 雅人 (株)あさひ測量設計事務所

821 藤田 裕之 (株)あさひ測量設計事務所

871 大越 欣也 (株)あさひ測量設計事務所

2578 小栁 寛史 (株)あさひ測量設計事務所

2990 松下 泰輔 (株)あさひ測量設計事務所

295 田中 安博 (株)岩測設計

2384 渡辺 十九夫 (株)岩測設計

2385 肥田野 拓也 (株)岩測設計

2386 横井 正 (株)岩測設計

2527 吉田 敏春 (株)オリス

2816 蛭田 博文 (株)オリス

3021 相馬 政則 (株)オリス

3036 山田 洋樹 大原技術(株)

880 川崎 伸一 (株)川崎設計

1002 川崎 洋二 (株)川崎設計

2513 岡田 真人 (株)小林設計

2791 清水 勝久 (株)小林設計

3016 石﨑 征和 (株)小林設計

3222 石黒 貴章 (株)小林設計

3223 近藤 敏行 (株)小林設計

3224 笹岡 広志 (株)小林設計

258 森山 儀夫 (株)近藤測量設計

609 小川 秀司 (株)近藤測量設計

323 伊藤 春市 白根測量設計(株)

3279 島田 寿光 白根測量設計(株)

762 梅澤 匡 (株)新栄技術

2506 駒形 英人 (株)新栄技術

2503 熊木 佳男 (株)信越測量設計
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2959 坂田 利実 (株)新和測量設計事務所

2960 中山 幹夫 (株)新和測量設計事務所

3074 高木 敏行 (株)新和測量設計事務所

2782 高橋 学 (株)大地設計事務所

3032 高岡 啓二 (株)中央クリエイト

2802 佐藤 直子 (株)トクサス

2806 秋山 義則 (株)トクサス

292 難波 昇 新潟県土地改良事業団体連合会

1814 吉田 忠次 (株)トップライズ

2387 渡邉 卓己 (株)トップライズ

1072 樋口 雅美 (株)ナルサワコンサルタント

1675 田中 賢 (株)ナルサワコンサルタント

1686 小林 大輔 (株)ナルサワコンサルタント

1845 八子 純児 (株)ナルサワコンサルタント

2284 駒村 義昭 (株)ナルサワコンサルタント

2382 加藤 満 (株)ナルサワコンサルタント

2743 金井 和人 (株)ナルサワコンサルタント

2830 池田 正志 (株)ナルサワコンサルタント

2831 山下 大輔 (株)ナルサワコンサルタント

2570 遠藤 喜美夫 日伸技術(株)

2283 小林 顕郎 (株)北伸技術

257 丸山 豊孝 (株)宮内測量設計事務所

1974 畠野 仁 (有)村田測量調査

2745 中川 泉子 (有)村田測量調査

補 220 水信 智郎 (株)與板測量設計

補 178 吉澤 康宏 (株)トップライズ

補 192 中村 寿輝 (株)トップライズ
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富山県 1717 有沢 由香子 朝日コンサルタンツ(株)

(者20名) 2481 吉田 拓也 朝日コンサルタンツ(株)

731 松田 良一 (株)協和

1343 藤澤 和雅 (株)協和

1344 米田 茂 (株)協和

1345 専徒 高紀 (株)協和

1718 五十里 有弘 (株)協和

1991 青木 孝行 (株)協和

2151 浮橋 健一 (株)協和

1064 飯田 明夫 (株)上智

1841 今川 健治 (株)上智

1842 河崎 裕 (株)上智

1843 岸川 元信 (株)上智

1844 寺井 則雄 (株)上智

3051 廣田 忠士 (株)上智

3259 髙橋 勇佑 (株)上智

2596 米田 正明 (株)新日本コンサルタント

3232 大浦 靖之 (株)新日本コンサルタント

2701 細川 秀成 北陸コンサルタント(株)

2770 守田 泰明 北陸コンサルタント(株)
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石川県 158 向 幸男 (株)北日本ジオグラフィ

(者17名) 2152 江田 久嗣 (株)国土開発センター

2155 新保 明夫 (株)国土開発センター

2158 仲田 慎二 (株)国土開発センター

2215 吉田 誠一 (株)国土開発センター

2291 小林 宏樹 (株)国土開発センター

2293 土山 清信 (株)国土開発センター

2295 新田 武志 (株)国土開発センター

2297 谷内田 修 (株)国土開発センター

2492 山岸 団 (株)国土開発センター

2511 小木 孝一郎 (株)国土開発センター

2553 東 龍生 (株)国土開発センター

2620 山本 敬太 (株)国土開発センター

2904 野阪 国弘 (株)国土開発センター

924 中田 一茂 石川県土地改良事業団体連合会

1479 菱村 忠 石川県土地改良事業団体連合会

1293 水守 良春 (株)日本海コンサルタント
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福井県 2468 友田 治和 (株)アトム補償コンサル

(者28名) 2473 洞口 純 (株)アトム補償コンサル

2600 東畑 昭彦 開発調査設計(株)

2823 寺田 右一郎 開発調査設計(株)

2784 濱田 浩二 (株)川上測量コンサルタント

2486 林原 繁樹 九頭龍測量(株)

2518 髙村 敏彦 (株)第一コンサル

2410 五井 輝之 中央測量設計(株)

2807 三谷 英明 中央測量設計(株)

3286 林 佳代子 中央測量設計(株)

2709 清水 章文 福井県土地改良事業団体連合会

1998 大野 恵三 (株)土木管理総合試験所

2832 朝倉 嘉幸 ナチュラルコンサルタント(株)

2328 辰己 幸信 (株)平和ITC

2417 谷口 美奈世 (株)平和ITC

2418 新山 亨 (株)平和ITC

2419 坂野 弘樹 (株)平和ITC

2421 三上 洋史 (株)平和ITC

139 萩原 政春 丸一調査設計(株)

141 渡辺 良三 丸一調査設計(株)

227 室田 法夫 丸一調査設計(株)

1033 西前 嘉之 丸一調査設計(株)

2873 道下 幸夫 丸一調査設計(株)

2881 牧野 史裕 丸一調査設計(株)

2886 吉田 泰雄 丸一調査設計(株)

3262 向井 誠 丸一調査設計(株)

3263 山田 太貴 丸一調査設計(株)

2640 東野 和宏 (株)若狭開発技術センター


