
No. 氏　名 所　　　属 推薦支部／立候補

1 遠藤　秀博 北海道土質コンサルタント(株)技術課 北海道

2 川口　貴之 函館工業高等専門学校環境都市工学科 北海道

3 川村　　力 北海道旅客鉄道(株)工務技術センター 北海道

4 木幡　行宏 室蘭工業大学大学院工学研究科 北海道

5 小林　智穂 (株)ドーコン地質部 北海道

6 林　　宏親 (独)土木研究所寒地土木研究所寒地地盤チーム 北海道

7 八鍬　　昇 鹿島建設(株)北海道支店営業部 北海道

8 薮　　正樹 北海道電力(株)土木部土木エンジニアリングＧ 北海道

9 池本　栄一 (株)青秋技術部 東北

10 市川　　健 (株)復建技術コンサルタント交通計画部 東北

11 渦岡　良介 東北大学大学院工学研究科 東北

12 片岡　俊一 弘前大学大学院理工学研究科 東北

13 小松　順一 奥山ボーリング(株)技術本部 東北

14 瀧内　義男 東日本旅客鉄道(株)東北工事事務所工事管理室 東北

15 千葉　克己 宮城大学食産業学部環境システム学科 東北

16 長谷川　浩 中央開発(株)東北支店地盤技術部 東北

17 菊本　あき子 七尾市役所建設部土木課 北陸

18 柴田　　東 (株)興和 北陸

19 高原　利幸 金沢大学理工研究域環境デザイン学系 北陸

20 竜田　尚希 前田工繊(株) 北陸

21 保坂　吉則 新潟大学工学部建設学科 北陸

22 矢野　　亨 ダイチ(株) 北陸

23 五十嵐  勝 (株)ダイヤコンサルタント 関東

24 出光　　恵 東京電力(株)常陸那珂火力建設所 関東

25 伊藤　和也 (独)労働安全衛生総合研究所 関東

26 今泉　繁良 宇都宮大学大学院工学研究科 関東

27 宇野　浩樹 大成建設(株)技術センター 関東

28 小川　　好 東京都土木技術研究所 関東

29 尾本　志展 (株)NIPPO 関東

30 角江　俊昭 東京電力(株)フェロー 関東

31 菊池　　透 中央開発(株)東京支社 関東

32 菊池　喜昭 (独)港湾空港技術研究所地盤・構造部 関東

33 北本　幸義 鹿島建設(株)土木管理部 関東

34 櫛谷　富生 オムニ技研(株) 関東

35 沓沢　貞雄 関東

36 久保　恵司 共和コンサルタント(株) 関東

37 後藤　　聡 山梨大学大学院医学工学総合研究部 関東

38 小峯　秀雄 茨城大学工学部都市システム工学科 関東

(順不同，所属は平成22年3月31日現在)
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39 三枝　弘幸 東亜建設工業(株)技術研究開発センター 関東

40 坂尾　博秋 群馬県県土整備部 関東

41 坂本　佳一 (株)ブレーンズ 関東

42 佐々木　哲也 (独)土木研究所耐震研究グループ 関東

43 佐藤　謙司 応用地質(株) 関東

44 佐藤　　博 東京電力(株)技術開発研究所 関東

45 清水　英樹 前田建設工業(株)技術研究所 関東

46 清木　隆文 宇都宮大学大学院工学研究科 関東

47 高橋　章浩 東京工業大学大学院理工学研究科 関東

48 橘　　伸也 埼玉大学 地圏科学研究センター 関東

49 田中　洋輔 東亜建設工業(株)国際事業部 関東

50 辻　　健三 千葉エンジニアリング(株) 関東

51 土倉　　泰 前橋工科大学工学部社会環境工学科 関東

52 外狩　麻子 東日本旅客鉄道(株)研究開発センター 関東

53 永野　通夫 (株)エルフ宇都宮出張所 関東

54 西村　友良 足利工業大学都市環境工学科 関東

55 林　健太郎 五洋建設(株)技術研究所  関東

56 東　　祥二 (株)不動テトラ建設本部技術統轄部 関東

57 平出　　務 (独)建築研究所 関東

58 増岡　洋一 千葉県県土整備部 関東

59 松島　亘志 筑波大学大学院システム情報工学研究科 関東

60 松本　政文 宇都宮測量(株) 関東

61 峰岸　邦夫 日本大学理工学部社会交通工学科 関東

62 森川　嘉之 (独)港湾空港技術研究所 関東

63 柳沼　昌浩 応用地質(株)東京本社ジオテクニカルセンター 関東

64 安田　成夫 (独)水資源機構ダム事業部 関東

65 山木　正彦 (独)土木研究所土質・振動チーム 関東

66 横田　善弘 前田工繊(株)東京本社 関東

67 吉野　広司 (株)フジタ技術センター 関東

68 王　　　林 中央開発(株)技術センター 関東

69 熊谷　茂一 応用地質(株)中部支社 中部

70 小高　猛司 名城大学理工学部建設システム工学科 中部

71 白木  敏和 中日本建設コンサルタント(株) 中部

72 大東  憲二 大同大学工学部都市環境デザイン学科 中部

73 張　　　鋒 名古屋工業大学大学院工学研究科 中部

74 中井　照夫 名古屋工業大学大学院工学研究科 中部

75 中野　正樹 名古屋大学大学院工学研究科 中部

76 野田　利弘 名古屋大学大学院工学研究科 中部

77 細野　康代 豊橋技術科学大学建設工学系 中部

78 森　  富雄 (株)アイエスシイ 中部
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79 森口  周二 岐阜大学工学部社会基盤工学科 中部

80 飯塚 　 敦 神戸大学都市安全研究センター 関西

81 江村　  剛 関西国際空港(株) 関西

82 大津　宏康 京都大学大学院工学研究科 関西

83 岡　二三生 京都大学大学院工学研究科 関西

84 奥田　剛章 (財)大阪港埠頭公社 関西

85 片山　辰雄 (株)環境総合テクノス土木部 関西

86 勝見　  武 京都大学大学院地球環境学堂 関西

87 北川　義治 川崎地質(株)西日本支社環境技術室 関西

88 木村　博規 西松建設(株)関西支店土木部 関西

89 小松　  陽 (株)不動テトラジオエンジニアリング事業本部 関西

90 末廣　正人 鹿島建設(株)神鋼加古川工事事務所 関西

91 杉山　和久 大林・間・大本・奥村組土木特定建設工事共同企業体中浜シールド工事事務所 関西

92 常田　賢一 大阪大学大学院工学研究科 関西

93 中島　裕之 阪神高速技術(株) 関西

94 中村　秀一 大成建設(株)営業部 関西

95 鍋島　康之 明石工業高等専門学校都市システム工学科 関西

96 橋本　  正 (株)地域地盤環境研究所 関西

97 八谷　  誠 中央復建コンサルタンツ(株)測量･地盤系 関西

98 松尾　雅夫 安井建築設計事務所 関西

99 池上　慎司 中電技術コンサルタント(株)道路・臨海本部 中国

100 上　　俊二 徳山工業高等専門学校土木建築工学科 中国

101 清水　正喜 鳥取大学大学院工学研究科 中国

102 田中　克実 (株)不動テトラ中国支店地盤技術部研究室 中国

103 田中　　等 中国電力(株)電源事業本部 中国

104 西村　伸一 岡山大学大学院環境学研究科 中国

105 増本　　清 島根大学総合理工学部 中国

106 森脇　武夫 呉工業高等専門学校環境都市工学科 中国

107 与那城　稔 (株)ウエスコ地盤調査事業部 中国

108 鈴木　　壽 徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部 四国

109 中村　和弘 (株)第一コンサルタンツ 四国

110 長谷川　修一 香川大学工学部安全システム建設工学科 四国

111 別枝　　修 四国電力(株)土木建築部 四国

112 井上　由美 応用地質(株)佐賀営業所 九州

113 蒋 　 宇静 長崎大学工学部社会開発工学科 九州

114 瀬崎　満弘 宮崎大学工学部土木環境工学科 九州

115 田尻　雅則 (株)基礎計画研究所 九州

116 田上　　裕 基礎地盤コンサルタンツ(株)九州支社技術部 九州

117 柴　　錦春 佐賀大学理工学部都市工学科 九州

118 西田　耕一 (社)九州建設技術管理協会 九州
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119 原　　久夫 琉球大学工学部環境建設工学科 九州

120 肥山　浩樹 鹿児島大学農学部生物環境学科 九州

121 廣岡　明彦 九州工業大学大学院工学研究院建設社会工学研究系 九州

122 矢ヶ部　秀美 (株)ダイヤコンサルタント九州支社 九州
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