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支部名
（候補者数）

会員番号 氏名 読み（カタカナ） 所属機関名

550803 石川　達也 イシカワ　タツヤ 北海道大学

北海道 550335 磯貝　晃一 イソガイ　コウイチ 株式会社開発調査研究所

（5名） 550481 岩間　倫秀 イワマ　トモヒデ 日本工営株式会社　

116054 輿水　健一 コシミズ　ケンイチ 地方独立行政法人北海道立総合研究機構

551061 渡辺　一樹 ワタナベ　カズキ 株式会社ダイヤコンサルタント

551076 池田　浩二 イケダ　コウジ 株式会社東北開発コンサルタント

113039 石川　晴和 イシカワ　ハルナ 株式会社アドバンテクノロジー

505094 大澤　宏明 オオサワ　ヒロアキ 株式会社復建技術コンサルタント

東北 550181 大村　泰 オオムラ　ヤスシ 奧山ボーリング株式会社

(9名） 120968 三瓶　和法 サンペイ　カズノリ 国土防災技術株式会社

115080 鄒　青穎 ツォウ　チンイン 弘前大学

120966 森口　周二 モリグチ　シュウジ 東北大学

550922 山田　知寛 ヤマダ　トモヒロ 日本工営株式会社

550447 渡辺　修 ワタナベ　オサム 合同会社水文企画

550459 井藤　嘉教 イトウ　ヨシノリ 株式会社興和

新潟 802021 稲葉　一成 イナバ　カズナリ 新潟大学

(5名） 511064 佐藤　壽則 サトウ　ヒサノリ 株式会社日さく

550916 山下　忠彦 ヤマシタ　タダヒコ 日特建設株式会社

550934 渡部　哲也 ワタベ　テツヤ 株式会社新協地質

000230 新井場　公徳 アライバ　キミノリ 消防庁消防研究センター

213001 岩舘　知哉 イワダテ　トモヤ 山梨県県土整備部砂防課（団体会員）

503003 上野　将司 ウエノ　ショウジ 応用地質株式会社

118046 大島　千和 オオシマ　チハル 明治コンサルタント株式会社

000164 岡本　隆 オカモト　タカシ 国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所

505012 小野田　敏 オノダ　サトシ アジア航測株式会社

108834 神戸　徹 カンベ　トオル 群馬県環境森林部森林局森林保全課（団体会員）

550853 木村　勝美 キムラ　カツミ 株式会社ダイヤコンサルタント

119059 小塚　朋子 コヅカ 　トモコ 株式会社日さく

510038 小林　豊 コバヤシ　ユタカ 日本サーベイ株式会社

関東 550535 齊藤　雅志 サイトウ　マサシ 国土防災技術株式会社

（23名） 114058 正田　大輔 ショウダ　ダイスケ 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構

832000 白木　克繁 シラキ　カツシゲ 東京農工大学

550974 滝口　潤 タキグチ　ジュン 明治コンサルタント株式会社

117007 竹下　航 タケシタ　ワタル 国立研究開発法人土木研究所

650163 田中　昭雄 タナカ　アキオ 株式会社環境地質

112886 樽角　晃 タルカド　アキラ 応用地質株式会社

526039 馬場　貴志 ババ　タカシ 日本工営株式会社

550730 林　一成 ハヤシ　カズノリ 奥山ボーリング株式会社

551074 平木　慎一 ヒラキ　シンイチ 株式会社日さく

536036 山邉　康晴 ヤマベ　コウセイ 一般財団法人砂防・地すべり技術センター

113042 依田　美行 ヨダ　ミユキ 株式会社地研コンサルタンツ

844007 若井　明彦 ワカイ　アキヒコ 群馬大学

803006 梅崎　健夫 ウメザキ　タケオ 信州大学

550786 島田　千亜紀 シマダ　チアキ officeアシスト・ゼロ

114022	 曽野　明洋 ソノ　アキヒロ 日本工営株式会社

中部 550531 髙島　誠 タカシマ　マコト 国土防災技術株式会社

（9名） 551007 福山　泰治郎 フクヤマ　タイジロウ 信州大学

850021 古谷　元 フルヤ　ゲン 富山県立大学

551017 宮澤　洋介 ミヤザワ　ヨウスケ 北陽建設株式会社

115082 山川　陽祐 ヤマカワ　ヨウスケ 筑波大学

550432 山田　泰弘 ヤマダ　ヤスヒロ 国土防災技術株式会社

850040 王　功輝 オウ　コウキ 京都大学

650114 片山　直樹 カタヤマ　ナオキ 株式会社日本海技術コンサルタンツ

000328 加藤　誠章 カトウ　ノブアキ 福山市立大学

536887 亀田　尚志 カメダ　ヒサシ 日本工営株式会社

550148 木村　一成 キムラ　カズナリ 株式会社ナイバ

813001 末峯　章 スエミネ　アキラ 元京都大学

551065 谷口　房一 タニグチ　フサカズ 東亜グラウト工業株式会社

関西 113018 土井　一生 ドイ　イッセイ 京都大学

（16名） 550594 中井　真司 ナカイ　シンジ 復建調査設計株式会社

115008 中根　久幸 ナカネ　ヒサユキ 株式会社地研

850013 西山　賢一 ニシヤマ　ケンイチ 徳島大学

528049 福田　睦寿 フクダ　ムツトシ 国土防災技術株式会社

528050 藤原　康正 フジワラ　ヤスマサ 株式会社エイト日本技術開発

000102 松浦　純生 マツウラ　スミオ 京都大学

650146 山崎　新太郎 ヤマサキ　シンタロウ 京都大学

550026 山下　祐一 ヤマシタ　ユウイチ 株式会社テクニコ

550418 香月　裕宣 カツキ　ヒロノブ 株式会社ジオテック技術士事務所

550599 上妻　良昌 コウヅマ　ヨシマサ 株式会社アイエステー

九州 512043 周　亜明 シュウ　アメイ 株式会社沖縄土木設計コンサルタント

（6名） 516021 高木　辰治 タカギ　タツジ 株式会社アールデ

550800 東　孝寛 ヒガシ　タカヒロ 九州大学

106212 本田　信孝 ホンダ　ノブタカ 株式会社日本地下技術
計７3名


