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登録者数

北海道 59

東　　北 70

関　　東 114

北　　陸 51

東　　海 73

近　　畿 50

中国四国 52

九　　州 165

沖　　縄 24

合　　計 658

農業水利施設機能総合診断士登録者名簿

農業水利施設機能総合診断士登録者名簿は、「農業水利施設機能総合診断士制度

実施規程」第６条４項に基づき、勤務先所在地の地方局別（県勢順）に作成しました。

なお、勤務先及び所在地等は、登録時又は変更等の届出に基づき作成しています。

　

ブロック別登録者数



北海道
登録番号 ⽒　名 所　　属
100232 ⼤野　⼀司 ㈱アサヒ建設コンサルタント
080096 ⾼⼭　克⼰ アルスマエヤ㈱
100229 ⾼橋　淑紹 ㈱アルト技研
080067 髙井　和彦 ㈱アルファ技研
090127 植屋　賢祐 ㈱アルファ技研
140475 藤本　嘉三 ㈱アルファ技研
140493 柿下　⼤ ㈱アルファ技研
160629 澤代　直哉 ㈱アルファ技研
170690 伊東　啓⼈ ㈱アルファ技研
180726 渡辺　友美 ㈱アルファ技研
080082 ⻑澤　善明 ㈱イーエス総合研究所
080086 伊藤　朋喜 ㈱イーエス総合研究所
120346 辻 　輝樹 ㈱イーエス総合研究所
100277 柳 　浩徳 ＮＴＣコンサルタンツ㈱　北海道⽀社
120369 ⼭﨑　俊⼀ ㈱共和コンサルタント
090146 篠原 　安 嵯峨測量設計㈱
080014 島⽥　昭三 サン技術コンサルタント㈱
140461 荒⼝　誠 ㈱三幸測量設計社
080044 千保　俊夫 サンスイコンサルタント㈱　北海道⽀社
110336 ⼭⼝　義博 サンスイコンサルタント㈱　北海道⽀社
120404 榊　 克晴 サンスイコンサルタント㈱　北海道⽀社
140494 真⽥　栄⼀ サンスイコンサルタント㈱　北海道⽀社
140499 別所　巨貴 サンスイコンサルタント㈱　北海道⽀社
090211 ⼋⽊　陽介 ㈱三祐コンサルタンツ　札幌⽀店
100265 有村　秋則 ㈱三祐コンサルタンツ　札幌⽀店
100266 佐藤 　実 ㈱三祐コンサルタンツ　札幌⽀店
100268 佐々⽊ 昌昭 ㈱三祐コンサルタンツ　札幌⽀店
170647 柳⾕　剛史 ㈱三祐コンサルタンツ
090129 藤井　博志 ㈱ジルコ　北海道⽀店
080097 ⾼橋　宣之 ㈱ズコーシャ
090192 井上　誠司 ㈱ズコーシャ
170689 村⼭　和佳 ㈱ズコーシャ
140482 磯部　勝彦 ㈱帝国設計事務所
160596 照井　義章 ㈱帝国設計事務所
080080 ⼤友 　⼤ ㈱ドーコン
090112 樺澤　雅之 ㈱ドーコン
160584 渡部　浩⼆ ㈱ドーコン
180716 髙⽥　真⼆ ㈱中神⼟⽊設計事務所
080057 中嶋　明美 ㈱農⼟コンサル
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登録番号 ⽒　名 所　　属
090136 前佛　榮⼀ ㈱農⼟コンサル
120356 秀島　好昭 ㈱農⼟コンサル
140458 野倉　⼠敬 ㈱農⼟コンサル
160617 ⼭本　暁史 ㈱農⼟コンサル
160628 藤⽥　修 ㈱農⼟コンサル
170680 松本　哲也 ㈱農⼟コンサル
130411 ⼯藤　隆⼆ パブリックコンサルタント㈱
130429 ⼭岸　広佳 パブリックコンサルタント㈱
120357 中尾 　仁 冨洋設計㈱　北海道⽀社
120358 村⼭　徹男 冨洋設計㈱　北海道⽀社
110301 村上　和征 ㈱フロンティア技研
120347 澤⽥　和男 ㈱フロンティア技研
140476 加藤　祐樹 ㈱ベータプラン
080010 ⽮野 健⼀朗 北王コンサルタント㈱　札幌⽀社
160642 雪⽥　仁司 北海道⼟地改良事業団体連合会
180708 ⽯川　伸治 北海道⼟地改良事業団体連合会
180709 作⼭　剛 北海道⼟地改良事業団体連合会
120370 ⼤平　正浩 ㈱北海道農業建設コンサルタント
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東　北
登録番号 ⽒　名 所　　属
090149 ⼭⽥　哲 ㈱ルーラルエンジニア
120400 ⽵内 　毅 ㈱ルーラルエンジニア
150570 ⾦澤　学 ⻘森県三⼋地域県⺠局地域農林⽔産部
170676 髙井　和洋 ⻘森県三⼋地域県⺠局地域農林⽔産部
090144 佐藤　清考 ⻘森県⼟地改良事業団体連合会
160619 ⼭⽥　育夫 東北建設コンサルタント㈱
160620 ⼯藤　雄幸 東北建設コンサルタント㈱
180705 渋⾕　和史 東北建設コンサルタント㈱
180731 ⼩中　伸三 東北建設コンサルタント㈱
150571 ⼯藤　将英 岩⼿県⼟地改良事業団体連合会
150574 ⼯藤　浩⼀ 岩⼿県⼟地改良事業団体連合会
150576 中村　政美 岩⼿県⼟地改良事業団体連合会
160621 ⽯岡　崇 岩⼿県⼟地改良事業団体連合会
170657 昆野　⾠太 岩⼿県⼟地改良事業団体連合会
180732 本宿　悌之 岩⼿県⼟地改良事業団体連合会
180734 ⾼橋　敬史 岩⼿県⼟地改良事業団体連合会
080019 岩崎 　毅 東北エンジニアリング㈱
180700 吉⽥　友則 東北エンジニアリング㈱
140477 井上　敬⼆ 特定⾮営利活動法⼈　農村空間２１
110295 淺利　宗德 ㈱東北プランニング
110328 及川　哲治 ㈱東北プランニング
110298 秋⼭ 賢⼆郎 ㈱菊池技研コンサルタント　花巻営業所
140478 髙橋　和広 ㈱藤森測量設計　北上⽀店
170662 佐藤　俊孝 ㈱藤森測量設計
180740 菊地　登志雄 ㈱藤森測量設計　北上⽀店
080020 佐藤　岩雄 ＮＴＣコンサルタンツ㈱　東北⽀社
080039 ⾦澤　 敦 ＮＴＣコンサルタンツ㈱　東北⽀社
080048 後藤　秀樹 ＮＴＣコンサルタンツ㈱　東北⽀社
080063 光⼭　哲男 ＮＴＣコンサルタンツ㈱　東北⽀社
090157 倉⽥　⾼⼠ ＮＴＣコンサルタンツ㈱　東北⽀社
100276 ⼩林　道雄 ＮＴＣコンサルタンツ㈱　東北⽀社
110318 恒松　知樹 ＮＴＣコンサルタンツ㈱　東北⽀社
120380 ⽉館　瑞寛 ＮＴＣコンサルタンツ㈱　東北⽀社
130445 中⾕　博仁 ＮＴＣコンサルタンツ㈱　東北⽀社
160609 嶺岸　憲⼀ ＮＴＣコンサルタンツ㈱　東北⽀社
080068 ⻄⽥　和広 キタイ設計㈱　東北⽀社
110331 ⻲⽥　信晴 共和コンクリート⼯業㈱　東北営業部
080077 杉⼭　⾏英 ㈱三祐コンサルタンツ　仙台⽀店
110300 井ノ上 修⼀ ㈱三祐コンサルタンツ　仙台⽀店
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登録番号 ⽒　名 所　　属
121375 重⽥　知之 ㈱三祐コンサルタンツ　仙台⽀店
120376 ⼩杉　英⽄ ㈱三祐コンサルタンツ　仙台⽀店
140466 煤賀　近 ㈱三祐コンサルタンツ　仙台⽀店
140495 内⼭　清⼈ ㈱三祐コンサルタンツ　仙台⽀店
160589 浅野　真司 ㈱三祐コンサルタンツ　仙台⽀店
110306 ⽯村　栄作 ㈱ジルコ　東北⽀社
120397 前⽥ 　寛 ㈱ジルコ　東北⽀社
160641 森⽥　康裕 ㈱ジルコ　東北⽀社
080084 下條　淳吉 ㈱新東洋技術コンサルタント
090181 繁泉　利光 ㈱新東洋技術コンサルタント
080066 ⿊須　正晶 東北エンジニアリング㈱　仙台⽀店
090185 中島　啓光 内外エンジニアリング㈱　東北⽀店
110320 武智　哲也 内外エンジニアリング㈱　東北⽀店
120401 ⽊佐貫 晃⼀ 内外エンジニアリング㈱　東北⽀店
170677 伊藤　正幸 内外エンジニアリング㈱　東北⽀店
090138 ⽵本　和彦 ㈱⽇本⽔⼯コンサルタント　東北⽀店
150565 加藤　強 ㈱⽇本⽔⼯コンサルタント　東北⽀店
080023 中條 　聡 ⽇本⼯営㈱　仙台⽀店
100231 森　林太郎 ⽇本⼯営㈱　仙台⽀店
090140 ⼩⾼　静峰 宮城県農林⽔産部
140459 近藤　智 宮城県王城寺原補償⼯事事務所
090168 安齋　秀⼀ 若鈴コンサルタンツ㈱　東北⽀店
090182 髙橋　克彦 若鈴コンサルタンツ㈱　東北⽀店
110290 阿部　哲也 若鈴コンサルタンツ㈱　東北⽀店
110334 ⼩松　敏孝 秋⽥県⼟地改良事業団体連合会
090102 菊地 　豊 ㈱ウヌマ地域総研
100221 ⼭正 　昭 興建エンジニアリング㈱
170688 佐藤　勉 ㈱興和技術コンサルタント
090110 照井　⼀夫 ㈱都市整備　横⼿営業所
150546 設樂　徹 ⼭形県庄内総合⽀庁
150558 ⼤沼　幸⼆ ⼭形県⼟地改良事業団体連合会
180706 鈴⽊　康成 昭和技術設計㈱
160622 ⼯藤　純久 福島県 ⼟地改良技術事務所
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関　東
登録番号 ⽒　名 所　　属
150567 久保⽥　良英 茨城県県南農林事務所
140472 渡辺　則夫 茨城県⼟地改良事業団体連合会
150528 ⾼⾒　昌則 茨城県⼟地改良事業団体連合会
100225 若松　⼆朗 ㈱ＥＣＯＷ
160604 皆川　正司 国⼟建設コンサルタント㈱
110310 寺⽥　憲⼀ 常陸測⼯㈱
130431 鈴⽊　信之 常陸測⼯㈱
150537 ⻲⽥　茂 ㈱新星コンサルタント
080052 ⼤塚　明則 ㈱ジステック
080053 宇都　義治 ㈱ジステック
150569 ⻑洲　仁 ㈱ジステック
140487 ⼭⼝　信⼀ ㈱明和技術コンサルタンツ
140488 鈴⽊　孝志 ㈱明和技術コンサルタンツ
140489 ⽯濱　和典 ㈱明和技術コンサルタンツ
160586 古関　⽂暁 ㈱明和技術コンサルタンツ
110341 佐々⽊　勝 オリエンタル技術開発㈱
150578 ⼩川　正順 宇都宮測量設計㈱
170656 ⽮野　勝彦 栃⽊県下都賀農業振興事務所
140467 天川　幸⼈ 栃⽊県⼟地改良事業団体連合会
150535 関⾕　昌宏 栃⽊県⼟地改良事業団体連合会
160607 宮下　敬弘 栃⽊県⼟地改良事業団体連合会
160644 ⻄⽥　稔 栃⽊県農政部農村振興課
090205 佐々⽊ 敦朗 ㈱葵エンジニアリング
170681 ⼤須賀　⼀⽮ ㈱葵エンジニアリング
160590 菅原　俊彦 旭⼯榮㈱
160600 佐々⽊　利隆 旭⼯榮㈱
160613 圓⾕　晴男 旭⼯榮㈱
080073 原⽥　雅⽂ 埼⽟県⼟地改良事業団体連合会
101263 明⽯　栄嗣 埼⽟県⼟地改良事業団体連合会
090133 藤原　雅博 サンスイコンサルタント㈱　東⽇本⽀社
100228 伊藤 　真 サンスイコンサルタント㈱　東⽇本⽀社
120373 飯⽥　昌平 サンスイコンサルタント㈱　東⽇本⽀社
130426 加納　充 サンスイコンサルタント㈱　東⽇本⽀社
170663 ⼭⼝　昌⼰ サンスイコンサルタント㈱　東⽇本⽀社
180741 ⾅井　朗 サンスイコンサルタント㈱　東⽇本⽀社
140516 五味　信治 ㈱サンユレック
130417 ⼩林　正裕 中央開発㈱
090098 ⿊川　光久 ㈱⽇本⽔⼯コンサルタント　関東⽀店
090114 ⿑藤 　正 ㈱⽇本⽔⼯コンサルタント　関東⽀店
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登録番号 ⽒　名 所　　属
090174 岩⽥　博⽂ ㈱⽇本⽔⼯コンサルタント
140502 千代⽥　淳 ㈱⽇本⽔⼯コンサルタント
130438 ⽊村　樹芳 ⽇本精測㈱　関東⽀社
080079 上杉　俊夫 ㈱⽇本精測コンサルタント
110292 ⽩岳 　卓
080003 熊⾕　俊夫 ㈱国際創建コンサルタント
130456 ⻄⼭　勝 ㈱道路建設コンサルタント
100222 ⿇⽣　博 千鉱エンジニアリング㈱
080075 杉野 　宏 千葉県⼭武農業事務所
140483 岡嵜　⼀雄 千葉県⼟地改良事業団体連合会
120348 坂東　悟 ㈱道路建設コンサルタント
090162 上脇⽥　太 ＮＴＣコンサルタンツ㈱
090164 横須賀　稔 ＮＴＣコンサルタンツ㈱
100249 ⽥中　邦彦 ＮＴＣコンサルタンツ㈱
120394 柴⽥　憲⼀ ＮＴＣコンサルタンツ㈱
140519 ⼭内 祐⼀郎 ＮＴＣコンサルタンツ㈱
150550 太⽥　知之 ＮＴＣコンサルタンツ㈱
170653 泊　秀治 ＮＴＣコンサルタンツ㈱
160605 ⽻藤　創 ㈱荏原電産
130409 杉⼭　⾏男 技建開発㈱
110288 ⼤野 　剛 共和コンクリート⼯業㈱　東京本社
180738 関根　寛幸 ㈱栗本鐵⼯所
110311 阿久津 智芳 ㈱建設技術研究所
120362 ⽊村　達夫 ㈱栄設計
090183 伊藤　和彦 ㈱栄設計
090108 ⼩池　恒雄 ⼟地家屋調査法⼈　サンファースト
100217 三春　浩⼀ ㈱三祐コンサルタンツ　東京⽀社
120360 堀⽥　昇克 ㈱三祐コンサルタンツ　東京⽀社
120398 武井　孝弘 ㈱三祐コンサルタンツ　東京⽀社
170687 松本　亨 ㈱三祐コンサルタンツ　東京⽀社
080091 星野　茂昭 ㈱ジルコ
090109 桒波⽥ 四男 ㈱ジルコ
090141 清⽔　康良 ㈱ジルコ
090171 髙橋 三津彦 ㈱ジルコ
110285 ⾦巻　宏明 ㈱ジルコ
110325 若洲　勇三 ㈱ジルコ
120363 ⼭井　弘樹 ㈱ジルコ
120405 ⻘⽊　淳仁 ㈱ジルコ
130425 君島 章太郎 ㈱ジルコ
140457 佐藤　考⾏ ㈱ジルコ
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登録番号 ⽒　名 所　　属
140504 遠藤　泰雄 ㈱ジルコ
150529 ⼭本　端彦 ㈱ジルコ
150530 沖村　雅也 ㈱ジルコ
150564 楠⼋重　真⼀ ㈱ジルコ
170667 宮内　静夫 ㈱ジルコ
170668 杉井　徹 ㈱ジルコ
180725 中⻄　清章 ㈱ジルコ
140486 ⼩畑　明弘 全国⼟地改良事業団体連合会
090125 村上　束穂 ㈱⼤翔
090128 太⽥　光彦
100226 吉原 　修 内外エンジニアリング㈱　東京⽀社
100227 ⽊下　泰資 内外エンジニアリング㈱　東京⽀社
090111 齋藤　邦⼈ 内外エンジニアリング㈱　東京⽀社
090134 ⻑⾺ 　禎 内外エンジニアリング㈱　東京⽀社
120344 澤⼭　和彦 内外エンジニアリング㈱　東京⽀社
120366 ⻄形　⾼弘 内外エンジニアリング㈱　東京⽀社
160616 髙橋　直樹 内外エンジニアリング㈱　東京⽀社
170678 ⽥中　純⼀ 内外エンジニアリング㈱　東京⽀社
081006 京泉　憲治 ⽇本⼯営㈱
090189 髙⽥　直幸 ⽇本⼯営㈱
090206 藤原　鉄朗 ⽇本⼯営㈱
090216 櫻井　啓右 ⽇本⼯営㈱
110289 平岩　⻯彦 ⽇本⼯営㈱
120349 外薗　将紀 ⽇本⼯営㈱
180694 ⻘⽊　伸之 ⽇本⼯営㈱
080002 ⼩⼭内 清潤 （⼀社）農業⼟⽊機械化協会
110284 市野　吉蔵 （⼀社）農業⼟⽊機械化協会
110287 川﨑　重夫 （⼀社）農業⼟⽊機械化協会
140484 中川　悟 （⼀社）農業農村整備情報総合センター
120343 宮⽥　哲郎 宮⽥技術⼠事務所
160603 ⽔⽥　⽂彰 若鈴コンサルタンツ㈱　東京⽀店
150553 佐藤　隆 ㈱グリーン
150547 岩﨑　友洋 静岡県⼟地改良事業団体連合会
090195 伊藤　直⼈ ㈱フジヤマ
090135 ⼩⻑井 正道
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北　陸
登録番号 ⽒　名 所　　属
110342 五⼗嵐 ⼀弘 ⼤原技術㈱
150556 ⼩林　信彦 ㈱⼩林測量設計事務所
110302 ⻄⼭　伸茂 ㈱新栄技術
140460 瀧⼝　義⼀ ㈱新栄技術
120393 原 　  ⻫ ㈱信越測量設計
130416 熊⾕　和男 ㈱信越測量設計
150527 森岡　好⼈ 相互技術㈱
160625 櫻井　⼀哉 相互技術㈱
110339 ⼟本　浩⼆ ㈱ダイヤコンサルタント　北陸⽀店
180713 栃林　貞義 ㈱トップライズ
110305 荒⽊　知之 ㈱ナルサワコンサルタント　柏崎⽀店
110327 樺澤　⼀夫 ㈱ナルサワコンサルタント　新潟⽀店
130448 阿部　正昭 ㈱ナルサワコンサルタント　柏崎⽀店
140518 野⼝　崇 ㈱ナルサワコンサルタント　⻑岡⽀店
150536 池⽥　誠 ㈱ナルサワコンサルタント
130427 平⼭　敏和 新潟県⼟地改良事業団体連合会
140479 永⽥　英治 新潟県⼟地改良事業団体連合会　⿂沼⽀部
140496 ⼭⽥　史郎 新潟県⼟地改良事業団体連合会
140497 ⽵内　源⼈ 新潟県⼟地改良事業団体連合会
150552 ⼭﨑　悟 新潟県⼟地改良事業団体連合会
160582 渡辺　剛 新潟県⼟地改良事業団体連合会
160614 ⼤藤　佳正 新潟県⼟地改良事業団体連合会
180695 ⽚岡　弘⾏ 新潟県⼟地改良事業団体連合会
180701 ⼩栁　泰⼆ 新潟県⼟地改良事業団体連合会
080030 安丸　和樹 ㈱協和
080033 ⽵沢　良治 富⼭県⼟地改良事業団体連合会
160588 上島　克幸 富⼭県農林⽔産部農村整備課
080074 中⽥　⼀茂 ⽯川県⼟地改良事業団体連合会
150548 結城　耕治 技建開発㈱　⾦沢⽀店
090194 七郎丸 ⼀孝 ㈱国⼟開発センター
100279 成岡　丈晴 ㈱国⼟開発センター
110319 辻本　勝彦 ㈱国⼟開発センター
130433 坂⽥　献 ㈱国⼟開発センター
130447 ⼟⾕　功 ㈱国⼟開発センター
170684 ⾠⼰　綾⼀ ㈱国⼟開発センター
120407 澤本　洋治 澤本⼟⽊設計事務所
090175 荒⽊　⻑仁 ㈱⽇本海コンサルタント
170650 川⼝　英幸 ㈱アオキ技術コンサルタント
160645 荒⽊　裕三 ㈱川上測量コンサルタント
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登録番号 ⽒　名 所　　属
160646 ⽵内　義博 ㈱川上測量コンサルタント
090105 ⿓⽥ 甚右衛⾨ ㈱相互コンサル
100238 浜本　孝夫 福井県丹南農林総合事務所
150575 ⼤⻄　正晃 福井県嶺南振興局
090193 北 　達雄 福井県⼟地改良事業団体連合会
140490 ⾢⽥　亮 福井県⼟地改良事業団体連合会
150560 ⼤濱　秀治 福井県⼟地改良事業団体連合会
100237 江波　清隆 ㈱冨⼠⼟建
100246 ⽥中　健司 丸⼀調査設計㈱
120352 坂井　博幸 丸⼀調査設計㈱
120353 ⽴平　浩⼀ 丸⼀調査設計㈱
160608 古市　裕介 丸⼀調査設計㈱
110332 野原　弘也 岐⾩県⼟地改良事業団体連合会
140525 ⽥中　克幸 ㈱興栄コンサルタント
090106 豊⽥　政幸 ㈱ユニオン
170659 伊東　邦泰 愛知県⼟地改良事業団体連合会
090197 根岸　俊彦 ㈱葵エンジニアリング
110323 ⼤塚　晃⽣ ㈱葵エンジニアリング
110324 ⾓⽥　安史 ㈱葵エンジニアリング
160583 牧　孝幸 ㈱葵エンジニアリング
160638 ⼭本　尚⾏ ㈱葵エンジニアリング
090172 渡辺　徳之 アローコンサルタント㈱
080060 ⼭⼝　雅弘 ＮＴＣコンサルタンツ㈱
080087 瀧 　元男 ＮＴＣコンサルタンツ㈱
090153 藤村　達也 ＮＴＣコンサルタンツ㈱
090158 松浦　正⼀ ＮＴＣコンサルタンツ㈱
100247 刑部　信吾 ＮＴＣコンサルタンツ㈱
100250 熊澤 　明 ＮＴＣコンサルタンツ㈱
100251 菅野　直幸 ＮＴＣコンサルタンツ㈱
100252 峰野　佳厚 ＮＴＣコンサルタンツ㈱
120382 中村　信⼀ ＮＴＣコンサルタンツ㈱
130441 ⼭下　雄彦 ＮＴＣコンサルタンツ㈱　中部⽀社
130442 都築　章宏 ＮＴＣコンサルタンツ㈱
130443 渡邉　真三 ＮＴＣコンサルタンツ㈱
130451 源⽥　和隆 ＮＴＣコンサルタンツ㈱
140520 佐藤　和彦 ＮＴＣコンサルタンツ㈱
150549 前⽥　⽂平 ＮＴＣコンサルタンツ㈱
160634 吉⽥　貴司 ＮＴＣコンサルタンツ㈱
160635 中⼭　睦⼈ ＮＴＣコンサルタンツ㈱
180730 太⽥　好重 ＮＴＣコンサルタンツ㈱
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登録番号 ⽒　名 所　　属
080037 江刺家　智 協和調査設計㈱
090215 井⼝ 　貢 協和調査設計㈱
180698 清⽔　義明 協和調査設計㈱
080004 宮澤　照光 ㈱三祐コンサルタンツ
080035 阿部　幸継 ㈱三祐コンサルタンツ
080056 渡部　⼤輔 ㈱三祐コンサルタンツ
080076 佐伯　徳⼀ ㈱三祐コンサルタンツ
090117 ⻑野　浩⼀ ㈱三祐コンサルタンツ
090142 ⽔⼩⽥ 英俊 ㈱三祐コンサルタンツ
090188 永野 　茂 ㈱三祐コンサルタンツ
090201 ⽵⽥　徳明 ㈱三祐コンサルタンツ
090203 ⾒⽬　宏⽂ ㈱三祐コンサルタンツ
090209 若⽉　幹尚 ㈱三祐コンサルタンツ
090210 ⽯橋　眞治 ㈱三祐コンサルタンツ
100262 ⼩林 真⼀郎 ㈱三祐コンサルタンツ
100282 ⾦⼦　義和 ㈱三祐コンサルタンツ
110312 伊藤　⼣樹 ㈱三祐コンサルタンツ
121389 川辺　智幸 ㈱三祐コンサルタンツ
130422 松原　理 ㈱三祐コンサルタンツ
140509 ⾺場　茂幸 ㈱三祐コンサルタンツ
170655 坂⽥　裕昭 ㈱三祐コンサルタンツ
170664 岡島　佑介 ㈱三祐コンサルタンツ
120406 宮⽯　薫 太栄コンサルタンツ㈱
090118 川瀬　友好 ㈱拓⼯
090186 松本　禎夫 ㈱拓⼯
090207 北川　 正 ㈱拓⼯
120377 ⻄森　浩⼆ ㈱拓⼯
140464 ⾕⼝　尚志 ㈱拓⼯
130432 ⽯川　和宣 ⻄尾市役所
080005 前出　好信 若鈴コンサルタンツ㈱
080051 服部　泰彦 若鈴コンサルタンツ㈱
090101 奥⽥　康博 若鈴コンサルタンツ㈱
090139 伊藤　雄⼀ 若鈴コンサルタンツ㈱
090147 太⽥　久雄 若鈴コンサルタンツ㈱
100230 中垣 　勉 若鈴コンサルタンツ㈱
100239 伊藤　三千成 若鈴コンサルタンツ㈱
110296 鈴⽊　稔⼈ 若鈴コンサルタンツ㈱
110307 ⾸藤　⼤祐 若鈴コンサルタンツ㈱
120368 澤⽥　伸康 若鈴コンサルタンツ㈱
130430 ⼤⼭　智洋 若鈴コンサルタンツ㈱

－12－



登録番号 ⽒　名 所　　属
130415 ⼭中　昭佳 若鈴コンサルタンツ㈱
140500 ⼩倉　健 若鈴コンサルタンツ㈱
160597 岩⽥　幸⼤ 若鈴コンサルタンツ㈱
180728 ⽔野　真⼀ 若鈴コンサルタンツ㈱
090187 ⻄村　四郎 三重県⼟地改良事業団体連合会
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近　畿
登録番号 ⽒　名 所　　属
080072 寺⽥　勝美 キタイ設計㈱
100258 ⾤野　嘉信 キタイ設計㈱
140510 伊吹　祐⼀ キタイ設計㈱
080001 伊納　昭彦 サンスイコンサルタント㈱
080089 沢邊　哲也 サンスイコンサルタント㈱
090196 肥後野　淳 サンスイコンサルタント㈱
090143 今井　豊 サンスイコンサルタント㈱
100234 橋⼝　孝⼆ サンスイコンサルタント㈱
100257 川村　武司 サンスイコンサルタント㈱
110304 ⻄出　浩幸 サンスイコンサルタント㈱
120351 ⼩松　剛将 サンスイコンサルタント㈱
120378 ⻑岡　正昭 サンスイコンサルタント㈱
120379 ⿃崎　清寿 サンスイコンサルタント㈱
130449 平井　良則 サンスイコンサルタント㈱
150544 ⽥中　拓史 サンスイコンサルタント㈱
160585 ⼭本　和弘 サンスイコンサルタント㈱
160630 中⽥　⽂⼀ サンスイコンサルタント㈱
160643 ⻑⾕川　真也 サンスイコンサルタント㈱
170682 中森　基幸 サンスイコンサルタント㈱
080040 宮⽥ 　勉 内外エンジニアリング㈱
090176 中村　博樹 内外エンジニアリング㈱
090178 前⽥　真宏 内外エンジニアリング㈱
100272 森　 茂男 内外エンジニアリング㈱
100274 ⽶澤　 亘 内外エンジニアリング㈱
120408 春本　朋洋 内外エンジニアリング㈱
130450 松　優男 内外エンジニアリング㈱
140481 鶴⽥　寿久 内外エンジニアリング㈱
140503 林　秀喜 内外エンジニアリング㈱
090123 ⼩川　直 都コンサルタント㈱
100223 野上　雅史 都コンサルタント㈱
100224 ⼭本　浩之 都コンサルタント㈱
160601 義忠　雄之 都コンサルタント㈱
180714 ⼩島　道也 都コンサルタント㈱
180693 東　俊司 積⽔化学⼯業㈱
090212 池⽥　典明 中央開発㈱　関⻄⽀社
080022 ⼭根　洋⼦ ⽇化エンジニアリング㈱
150568 辻本　仁志 ⽇化エンジニアリング㈱
170661 ⼤越　謙太朗 ⽇化エンジニアリング㈱
090122 ⾚川　直 ⽇本基礎技術㈱　関⻄⽀店
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登録番号 ⽒　名 所　　属
080095 ⾦丸　順⼀ ㈱ウエスコ　姫路事務所
080069 堤⽥　直⼈ キタイ設計㈱　⻄⽇本⽀社
080070 ⻑⾕川　久 キタイ設計㈱　⻄⽇本⽀社
080071 横⽥　和幸 キタイ設計㈱　⻄⽇本⽀社
090198 三⽊ 　透 ㈱エンタコンサルタント
090199 ⼭切　博⽂ キタイ設計㈱　⻄⽇本⽀社
150541 森元　康⽂ 兵庫県⼟地改良事業団体連合会
160599 ⼭根　規孝 兵庫県⼟地改良事業団体連合会
180720 飯⽥　哲也 兵庫県⼟地改良事業団体連合会
120359 草間　資之 奈良県⼟地改良事業団体連合会
170692 ⽯井　透 農林⽔産省近畿農政局和歌⼭平野農地防災事業所
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中国四国
登録番号 ⽒　名 所　　属
080046 松嶋　晃⽣ ⿃取県⼟地改良事業団体連合会
160639 澤　⿇⾐⼦ ⿃取県⼟地改良事業団体連合会
080043 河原 　宏 ㈱カイハツ
100236 福井　章夫 ㈱カイハツ
120386 ⾼橋　浩道 ㈱カイハツ
150557 澤⽥　千春 ㈱カイハツ
160610 井原　純也 島根県松江県⼟整備事務所
110314 ⽯築　秀美 島根県⼟地改良事業団体連合会
130435 梶⾕　美輝 島根県⼟地改良事業団体連合会
080036 井⽥ 　豊 ㈱太陽建設コンサルタント
090130 宮本　 修 北陽技建㈱
090121 板⾕　裕司 ㈱ウエスコ
080049 豊原　⼤輔 ＮＴＣコンサルタンツ㈱　中国四国⽀社
090161 ⽥中　重範 ＮＴＣコンサルタンツ㈱　中国四国⽀社
100248 若林　豊康 ＮＴＣコンサルタンツ㈱　中国四国⽀社
120387 天野　哲也 岡⼭県農林⽔産部耕地課
130428 ⾼⽥　靖弘 岡⼭県
140507 堤⽥　穰⼆ 岡⼭県備中県⺠局農林⽔産事業部
120396 横⽥　敦⽣ 岡⼭県美作県⺠局農林⽔産部
180707 廣瀬　晴彦 岡⼭県⼟地改良事業団体連合会
080017 福⽥　幸輝 ㈱カイハツ　岡⼭⽀店
170686 的場　充範 ㈱カイハツ
080016 原　 保彦 ㈱チェリーコンサルタント
090167 重近　継明 ㈱チェリーコンサルタント　岡⼭⽀社
080050 若林　孝 ⽇化エンジニアリング㈱
080058 岡⽥　周⼆ ⽇化エンジニアリング㈱
180722 ⽥本　敏之 ⽇化エンジニアリング㈱
080007 重⽥　正則 ＮＴＣコンサルタンツ㈱　広島⽀店
100256 濱﨑　潤⼀ ＮＴＣコンサルタンツ㈱　広島⽀店
140521 三島　秀樹 ＮＴＣコンサルタンツ㈱　広島⽀店
160615 ⾦⾕　英治 開成⼯業㈱　広島営業所
140522 奥村　優 ⼤和コンサル㈱
100278 五島 嘉津也 内外エンジニアリング㈱　広島事業所
150579 湊　健⼆ 内外エンジニアリング㈱　広島事業所
180696 中迫　芳⾂ 内外エンジニアリング㈱　中国四国⽀店
080081 柳⽥　哲也 広島県⼟地改良事業団体連合会
150531 渡邉　紘三 (有)泉⼟⽊コンサルタント
160591 吉岡　英雄 ⼭⼝県⼟地改良事業団体連合会
160632 時⼭　武志 ⼭⼝県⼟地改良事業団体連合会
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登録番号 ⽒　名 所　　属
170660 義嶋　毅⼠ ⼭⼝県⼟地改良事業団体連合会
180697 上野　博正 ⼭⼝県⼟地改良事業団体連合会
150538 勇　⼤介 徳島県⼟地改良事業団体連合会
120361 橋⽥　裕⽂ ⾹川県⼟地改良事業団体連合会　中部⽀所
140491 ⽩川　邦明 ⾹川県⼟地改良事業団体連合会　仲多度⽀所
100241 織⽥　秀⼆ ㈱チェリーコンサルタント
090202 本條　忠應 ㈱チェリーコンサルタント
110308 今岡　幹⼈ ㈱チェリーコンサルタント
110309 髙⽥　佳明 ㈱チェリーコンサルタント
120355 都築　正弘 ㈱チェリーコンサルタント
090151 ⽟⽥　雅浩 愛媛県⼟地改良事業団体連合会
130410 井上　泰志 ⾼知県⼟地改良事業団体連合会
160626 濵⽥　敏夫 ⾼知県⼟地改良事業団体連合会
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九　州
登録番号 ⽒　名 所　　属
090124 ⼩⽥原　寿 アジア航測㈱
110286 ⼿塚　国夫 アジア航測㈱
080062 寺川　吉博 ＮＴＣコンサルタンツ㈱　九州⽀社
090163 藤澤 　豊 ＮＴＣコンサルタンツ㈱　九州⽀社
100264 別府　英樹 ＮＴＣコンサルタンツ㈱　九州⽀社
110317 髙瀬　賢⼀ ＮＴＣコンサルタンツ㈱　九州⽀社
130444 渡邊　 亮 ＮＴＣコンサルタンツ㈱　九州⽀社
140523 吉⽥　信弘 ＮＴＣコンサルタンツ㈱　九州⽀社
080021 ⽊原　泰信 ㈱技術開発コンサルタント
090145 ⿊⾕ 　透 ㈱技術開発コンサルタント
140506 ⽥村　和彦 ㈱技術開発コンサルタント
140524 ⼤久保 伸彦 ㈱技術開発コンサルタント
160606 ⽩濵　博 ㈱技術開発コンサルタント
090152 平⼭　基裕 サンクスエンジニアリング㈱
110321 藤本　栄治 三和測量(有)
140469 渡辺　正⼈ ジーアンドエスエンジニアリング㈱
150539 和⽥　修⼆ ジーアンドエスエンジニアリング㈱
170658 吉村　和洋 ㈱⻄部技術コンサルタント
120385 河野　裕俊 ⼤成ジオテック㈱
120388 酒⾒　和義 ⼤成ジオテック㈱
160587 舎川　晋 ⼤成ジオテック㈱
160612 永松　真佳 ⼤和コンサル㈱
130437 毎熊　元 ㈱⾼崎総合コンサルタント
140492 ⽔落　⼆郎 ㈱⾼崎総合コンサルタント
140470 宮原　豊 ㈱⾼崎総合コンサルタント
150526 ⼩深⽥　茂 ㈱⾼崎総合コンサルタント
170652 増⽥　昌彦 ㈱⾼崎総合コンサルタント
120392 下村 　功 ㈱テクノ
130412 ⾓　忠⼀郎 ㈱テクノ
170648 古賀　武志 ㈱テクノ
160636 福⽥　英⼆ 東亜コンサルタント㈱
080028 ⾺場　元治 内外エンジニアリング㈱　福岡⽀社
090115 ⼭⼝　孝⼀ 内外エンジニアリング㈱　福岡⽀社
090120 井波　千明 内外エンジニアリング㈱　福岡⽀社
090165 内⽥　吉紀 内外エンジニアリング㈱　福岡⽀社
100245 姫野　俊雄 内外エンジニアリング㈱　福岡⽀社
130439 ⻄野　芳信 内外エンジニアリング㈱　福岡⽀社
100219 ⽥⼝　清隆 ⽇化エンジニアリング㈱
080025 藤上　 巖 ㈱⽇設コンサルタント
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登録番号 ⽒　名 所　　属
080026 野原　⼀秀 ㈱⽇設コンサルタント
090214 ⼭下　和博 ㈱⽇設コンサルタント
160611 前⽥　満明 ㈱⽇設コンサルタント
180735 秋⼭　⼤輔 ㈱⽇設コンサルタント
090169 江頭　信⼀ ⽇本⼯営㈱　福岡⽀店
090137 松井　隆昌 ㈱ＦＵＧＥＮ
150562 ⼋⽥　光⽣ 福岡県⼟地改良事業団体連合会
120390 ⾨畑　浩次 福岡県⼟地改良事業団体連合会
080029 ⾸藤　美満 ㈱間瀬コンサルタント
140498 ⽊村　演良 平和測量設計㈱
150534 宇都宮　和美 豊栄コンサルタント㈱
180724 佐々⽊　洋⼀ 豊栄コンサルタント㈱
140465 ⻘⽊　和⽂ ㈱エイブル設計
090119 蒲池　弘明 ㈱九州構造設計
120402 ⼭⼝　和博 佐賀県⼟地改良事業団体連合会
160633 光武　進哉 佐賀県⼟地改良事業団体連合会
130419 池⽥　⼀吉 ㈱精⼯コンサルタント
160593 ⼭⼝　昭光 扇精光コンサルタンツ㈱
170691 本⽥　直幸 扇精光コンサルタンツ㈱
140485 前⽥　健次 ⻑崎県農林部
080018 江﨑　正美 アジアプランニング㈱
150532 井野　秀義 アジアプランニング㈱
160580 ⽥中　秀 アジアプランニング㈱
170674 本⼝　晴年 アジアプランニング㈱
170675 ⿅⽥　哲 アジアプランニング㈱
180703 光江　賢⼀ アジアプランニング㈱
110313 上⾒　謙太 ㈱有明測量開発社
080041 正岡　幸雄 ㈱オークスコンサルタント
110297 ⽥上　泰⽣ ㈱オークスコンサルタント
120367 松浦　繁揮 開成⼯業㈱
150540 能登　啓介 開成⼯業㈱
170669 杉野　成也 開成⼯業㈱
120384 河地　芳郎 熊本県⼟地改良事業団体連合会
140473 ⼤津 佳⼀郎 熊本県⼟地改良事業団体連合会
150551 宮部　美彦 熊本市役所
150533 髙⽊　克⼰ 興栄測量設計㈱
100260 津⽥　伸志 サンスイコンサルタント㈱　九州⽀社
120381 ⽵下　伸⼀ サンスイコンサルタント㈱　九州⽀社
140511 ⽇吉　幸雄 サンスイコンサルタント㈱　九州⽀社
140517 ⽇⾼　倫啓 サンスイコンサルタント㈱　九州⽀社
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登録番号 ⽒　名 所　　属
080093 宮本　聖治 ㈱三祐コンサルタンツ　九州⽀店
090116 柏倉　義幸 ㈱三祐コンサルタンツ　九州⽀店
120364 渡邉　圭四郎 ㈱三祐コンサルタンツ　九州⽀店
140512 林　賢⼀ ㈱三祐コンサルタンツ　九州⽀店
140513 ⼩島　嘉幸 ㈱三祐コンサルタンツ　九州⽀店
140514 福⽥　寛 ㈱三祐コンサルタンツ　九州⽀店
140515 東野　成哉 ㈱三祐コンサルタンツ　九州⽀店
160631 宮崎　⼀道 ㈱三祐コンサルタンツ　九州⽀店
170654 千葉　政稔 ㈱三祐コンサルタンツ　九州⽀店
080015 宮村　澄孝 双建コンサルタント㈱
150554 桑畑　俊郎 東和測量設計㈱
080012 若宮 　洋 ㈱⽇本⽔⼯コンサルタント　⻄部⽀店
180727 ⽯川　雄⼀ ㈱⽇本⽔⼯コンサルタント
120354 森岡　三郎 農林⽔産省九州農政局⼟地改良技術事務所
080042 ⻑嶋　秀昭 若鈴コンサルタンツ㈱　九州⽀店
180729 本間　健⼆ 若鈴コンサルタンツ㈱　九州⽀店
100270 宮﨑　英喜 ㈱アジム測量設計
080027 後藤　光敦 ＮＴＣコンサルタンツ㈱　⼤分⽀社
090156 ⻑野　信也 ＮＴＣコンサルタンツ㈱　⼤分⽀社
101254 原⽥　透 ＮＴＣコンサルタンツ㈱　⼤分⽀社
100255 ⽟崎　俊栄 ＮＴＣコンサルタンツ㈱　⼤分⽀社
160640 島川　誠司 ＮＴＣコンサルタンツ㈱　⼤分⽀店
120399 ⾼橋　芳友 協同エンジニアリング㈱
090148 篠原　昭弘 ダイエーコンサルタント㈱
150572 ⾼野　誠⼀郎 東洋測量設計㈱
110291 ⽵下　鉄夫 ⻄⽇本コンサルタント㈱
160592 髙橋　修⼆ ⻄⽇本コンサルタント㈱
170685 伊東　和光 ⻄⽇本コンサルタント㈱
180710 有⽥　勉 ㈱国⼟開発コンサルタント
120350 ⾕村　茂樹 ㈱⽩浜測量設計
180718 ⼭本　宏 ⼤正測量設計㈱　宮崎⽀店
100242 今道　智郎 内外エンジニアリング㈱　福岡⽀社　九州⽀店
111326 ⾼橋　倫⼈ 内外エンジニアリング㈱　福岡⽀社　九州⽀店
120372 徳永 秀⼀郎 内外エンジニアリング㈱　福岡⽀社　九州⽀店
100275 ⾕之⽊ 清信 ㈱南州コンサルタント
110338 堀⽥　哲義 宮崎県⼟地改良事業団体連合会
130453 湯淺　徹 宮崎県⼟地改良事業団体連合会
130454 今村　誠⼀ 宮崎県⼟地改良事業団体連合会
150566 ⼜⽊　雄⼆ 朝⽇開発コンサルタンツ㈱
180717 新村　浩輝 朝⽇開発コンサルタンツ㈱
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170649 栫　恵⼀ ㈱アジア技術コンサルタンツ
130423 松⼭　昌樹 伊佐市役所
090180 坂上　和秀 ⿅児島県⼟地改良事業団体連合会
100243 有⾺　重徳 ⿅児島県⼟地改良事業団体連合会
100244 東 　陽⼀ ⿅児島県⼟地改良事業団体連合会
120374 上野　健司 ⿅児島県⼟地改良事業団体連合会
130434 内村　住春 ⿅児島県⼟地改良事業団体連合会
110333 園⽥　孝治 ⿅児島県⼟地改良事業団体連合会
120383 上市園　誠 ⿅児島県⼟地改良事業団体連合会
160637 ⽇⾼　和⼈ ⿅児島県⼟地改良事業団体連合会
180736 安⽥　喜輝 ⿅児島県⼟地改良事業団体連合会
180737 ⻄迫　芳⽂ ⿅児島県⼟地改良事業団体連合会
150577 福島　勲 ⿅児島⼟⽊設計㈱
160623 坂元　智 ⿅児島⼟⽊設計㈱
100240 豊島　英樹 霧島エンジニアリング㈱
180733 ⼭下　敏郎 霧島エンジニアリング㈱
180719 冨永　守 九州テクノリサーチ㈱
180721 菊永　誠⼀郎 九州テクノリサーチ㈱
120371 海江⽥　正 ㈱錦城測量設計　
150542 ⽜堀　武志 ㈱建設技術コンサルタンツ
110294 東 　正美 ㈱国⼟技術コンサルタンツ
170651 ⼩川　和久 ㈱国⼟技術コンサルタンツ
170665 ⼭之内　剛 コスモコンサルタンツ㈱　曽於⽀店
170666 ⽥野　博和 コスモコンサルタンツ㈱
170670 ⽥ノ上　春雄 ㈱コバルト技建
080061 ⼭⼝　正隆 ㈱サタコンサルタンツ
140474 有村　敏郎 ㈱サタコンサルタンツ
150563 池ノ上　宏志 ㈱サタコンサルタンツ
160602 吉嶺　彰⼆ ㈱サタコンサルタンツ
180723 安⽥　憲司 ㈱サタコンサルタンツ
160581 右⽥　広明 三州技術コンサルタント㈱
160594 久保　章 新和技術コンサルタント㈱
110293 秋野　義廣 （有）せいこう技術
110322 折⽥　秀三 （有）せいこう技術
140501 ⻄ノ園 憲志 ㈱⼤亜測量設計
150555 内村　博伸 ㈱⼤亜測量設計
170671 宮内　浩⼆ ㈱⼤亜測量設計
160595 今柳⽥　浩幸 ㈱⼤翔
100220 吉村　博⼈ ⼤福コンサルタント㈱
170683 有村　実弘 ㈱⽇峰測地
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160618 飯尾　昭和 ㈱萩原技研
110315 内村　正樹 ㈱久永コンサルタント
180704 酒匂　秀章 (有)前⽥⼟⽊技術
140505 冨宿　⼀隆 ㈱南⽇本技術コンサルタンツ
140468 落　⼀也 ㈱みもとコンサルタント
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沖　縄
登録番号 ⽒　名 所　　属
100233 ⼟井　健次 アジアプランニング㈱　沖縄⽀店
180715 川満　真也 沖縄ＮＴＣ㈱
080038 下津佐 正⼀ 沖縄県⼟地改良事業団体連合会
140508 新垣　寛幸 沖縄県⼟地改良事業団体連合会
160624 樋渡　常右 沖縄県⼟地改良事業団体連合会
160627 稲嶺　盛晃 沖縄県⼟地改良事業団体連合会
170673 ⽶藏　敏之 沖縄県⼟地改良事業団体連合会　宮古⽀所
180711 稲嶺　盛聡 沖縄県⼟地改良事業団体連合会　⼋重⼭⽀所
180712 永吉　功治 沖縄県⼟地改良事業団体連合会　⼋重⼭⽀所
150561 新城　治 沖縄県⼋重⼭農林⽔産振興センター
170679 安⾥　拓 ㈱興洋エンジニアリング
150545 佐和⽥　惠利 （有）シグマ技研
180739 内⼭　鉄平 （有）シグマ技研
180702 ⼤濱　克典 ㈱翔⼟⽊設計
160598 中⽥　憲作 ㈱⼤協企画コンサルタント
100235 湧川　哲雄 ㈱⽥幸技建コンサルタント
150559 宮⾥　裕也 ㈱⽥幸技建コンサルタント
180699 ⽐嘉　克宏 ㈱⽥幸技術コンサルタント
150543 後仲筋　和彦 ㈱南城技術開発
140462 我那覇　忠男 ㈱ホープ設計
140463 与那嶺　昇 ㈱ホープ設計
150573 ⾼嶺　哲夫 ㈱ホープ設計
140480 冝保　剛 ㈱ビガロ
170672 佐藤　雄⼆ ㈱宮古測量設計コンサルタント

－23－


