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池沢土木 (株) 坂尾　英雄 鎌形建設（株） 鷹啄　好 和合建設コンサルタント株式会社 平岡　延之 コスモ測量設計株式会社 大川　洋

池沢土木 (株) 藤橋　幸夫 共立工業（株） 成瀬　尚史 和合建設コンサルタント株式会社 竹内　善樹 サン・ジオテック株式会社 金久保　豊

(有)いなり建設 石井　秀明 共立工業（株） 馬屋原　昇 和合建設コンサルタント株式会社 角島　年幸 サン・ジオテック株式会社 日野原　亮

入吉吉田工業(株) 高橋　匠 （株）国井組 國井　英希 和合建設コンサルタント株式会社 三宅　正伯 有限会社山葉測量 小林　和芳

入吉吉田工業(株) 大見　浩一 東豊土木工業（株） 北林　聖志 和合建設コンサルタント株式会社 庄子　信之 有限会社山葉測量 平賀　一也

(株) 岡本組 岡本　謙二 竹内建設（株） 樽見　博昭 和合建設コンサルタント株式会社 井上　浩二 新日本測量設計株式会社 安里　光雄

(株) 岡本組 宮里　正文 有村建設（株） 舩本　圭樹 和合建設コンサルタント株式会社 豊島　英樹 株式会社十一設研 東海林　司

幸和建設興業(株) 荻原　和夫 （株）オカモト 宮澤　智明 和合建設コンサルタント株式会社 大野　拓也 株式会社十一設研 菅谷　盛生

サンキ建設工業(株) 目黒　哲 新千葉建設（株） 伊藤　淳一 和合建設コンサルタント株式会社 小島　弘聖 千葉セントラル測量株式会社 齋藤　昌利

日進建設 (株) 細谷　由紀夫 新千葉建設（株） 菅原　健 和合建設コンサルタント株式会社 筒井　勝美 株式会社ちばとち 角田　利夫

日進建設 (株) 本橋　孝史 一般社団法人千葉県建設業協会 酒井　正一 和合建設コンサルタント株式会社 松田　英徳 銚子測量有限会社 川崎　庄司

 大和企業 (株) 佐藤　勝行 興和建設（株） 渡邉　愼司 和合エンジニアリング株式会社 中村　進 株式会社都市土木技術研究所 清水　健一

 大和企業 (株) 阿波谷　幹男 興和建設（株） 高橋　昌之 和合エンジニアリング株式会社 須永　直之 株式会社都市土木技術研究所 小國　洋介

大現建設 (株) 大野　照美 中央建設（株） 菊池　仁 和合エンジニアリング株式会社 高崎　秀俊 八紘測量開発株式会社 磯田　知廣

(株) 湯浅建設 佐藤　弘昌 上総工業（株） 勝倉　康博 和合エンジニアリング株式会社 小島　憲一 八紘測量開発株式会社 新井　邦利

(株) 湯浅建設 小幡　隆名 （株）君津特殊 遠藤　和夫 和合エンジニアリング株式会社 成田　忠則 八紘測量開発株式会社 小倉　健司

 (株) 板橋建設 藤村　悟 （株）我妻建設 我妻　重一 株式会社コーケン 松井　義昌 株式会社ボーソーテック 柴　　一規

芝原工業 (株) 松尾　国治 睦建設（株） 石井　勇人 株式会社コーケン 石塚　貴大 株式会社ボーソーテック 平澤　　哲

愛宕建設工業(株) 中村　信孝 睦建設（株） 大友　孝逸 株式会社明和技術コンサルタント 伊藤　三雄 株式会社ボーソーテック 米倉　　健

富田建設工業(株) 高橋　由治 奥村建設（株） 飯塚　正伸 ㈱吉沢水道コンサルタント 山下　英治 株式会社ミヤモ設計 矢部三津夫

尾頭建設（株） 中沢　清 奥村建設（株） 戸倉　博幸 東洋技術設計株式会社 西村　実次 株式会社ミヤモ設計 深山　文雄

尾頭建設（株） 渡部　輝樹 白幡興業㈱ 鈴木　直彦 東洋技術設計株式会社 多田　正和 株式会社横打 菅野　陽子

（株）風間建設工業所 冨田　更盛 ㈱大滝工務店 岩﨑　富男 千鉱エンジニアリング株式会社 中村　雄兒 有限会社和光測量設計 渡辺　光雄

（株）風間建設工業所 佐藤　隆士 （株）久野工業 君塚　昌彦 千鉱エンジニアリング株式会社 高橋　龍悦 有限会社和光測量設計 齊藤　雅人

上條建設（株） 上條　憲司 （株）久野工業 根本　成章 京葉測量株式会社 柳　恵一 関東建設株式会社 井上　進

京葉都市開発（株） 加藤　達治 （有）藤後工務店 藤後　良博 京葉測量株式会社 富澤　茂司 三和技建株式会社 古池　勝人

（株）斎藤総業 森岡　貴裕 （株）吉野組 鈴木　和弘 京葉測量株式会社 久保　文夫 千葉エンジニアリング株式会社 池田　憲俊

（株）斎藤総業 篠塚　正成 石井建設㈱ 矢島　泰輔 京葉測量株式会社 木全　真一 ケーエス・コンサルタント株式会社 込宮　一郎

櫻工営（株） 平山　太郎 (有)ヤマヒサ建設 山口　学 株式会社アイコンサルタンツ 森嶋　基成 株式会社山一コンサルンタント 熱田　和敏

（株）田代土木 鈴木　隆及 阿部建設㈱ 吹澤　善治 株式会社　ちばとち 丸山　薫 株式会社山一コンサルンタント 古川　正二

（株）保戸田組 岡部　浩章 阿部建設㈱ 濱野　周一 株式会社　ワイアンドケイ企画 吉見　貴志 協和地下開発株式会社 高橋　高志

（株）保戸田組 山土井　理 田杭建設㈱ 高山　安治 株式会社　ワイアンドケイ企画 清水　孝一郎 協和地下開発株式会社 大宅　哲哉

（株）松丸開発工事 高知尾　重義 （株）テクト 鎌田　裕二 株式会社　新光コンサルタント 荻原　里美 協和地下開発株式会社 岸　栄治

（株）大進工業 浅野　正和 （株）テクト 野中　康則 株式会社　新光コンサルタント 鵜澤　政仁 協和地下開発株式会社 堤　康一

（株）三和工業 梅木　英宏 藤英建設㈱ 藤代　剛志 高木測量　株式会社 大川　洋治 協和地下開発株式会社 脇田　麻衣子

（株）伊藤工務店 伊藤　大介 片岡工業㈱ 片岡　史朗 高木測量　株式会社 田中　実 ＮＰＯ防災千葉 竹下　清純

（株）伊藤工務店 岩井　雄三 ㈱秦組 猪俣　剛 株式会社　環境技研コンサルタント 中川　昌人 ＮＰＯ防災千葉 黒川　博史

杉山建設工業（株） 鈴木　冨夫 丸信工業㈱ 今井　滋則 株式会社　京葉都市設計 西谷　勇祐 ＮＰＯ防災千葉 西原　健次

森川建設（株） 石井　義明 丸信工業㈱ 今関　和雄 株式会社　京葉都市設計 山内　一夫 ＮＰＯ防災千葉 長谷川　敬

（株）山田工務所 押田　晃 （株）三浦建設工業 浅野　俊也 白井企画株式会社 宮路　則之 ＮＰＯ防災千葉 木内　清則

（株）進日本工業 浦田　順 （株）緑川組 緑川　剛司 あびこ測量株式会社 加藤　哲夫 ＮＰＯ防災千葉 大友　慎一

京葉工管（株） 長島　政道 清和建設（株） 野川　泰介 株式会社岩本測量設計 岩本　浩一 ＮＰＯ防災千葉 秋葉　法昌

京葉工管（株） 平野　晃央 木内土木（株） 山口　亮 株式会社エポック 渡邊　英紀 ＮＰＯ防災千葉 小安　正己

オバタ総業（株） 邉見　栄一 株式会社エポック 篠原　昭洋 ＮＰＯ防災千葉 鴋澤　正人

オバタ総業（株） 山崎　眞弘 株式会社エポック 國分　誠 ＮＰＯ防災千葉 原田　剛

株式会社エポック 大川　健二 ＮＰＯ防災千葉 河又　恵一

株式会社恵進コンサル 早野　博志 ＮＰＯ防災千葉 市川　慎一

国内調査測量株式会社 鈴木　修 ＮＰＯ防災千葉 飯田　博

国内調査測量株式会社 田口　忠昭

道路ストック総点検技術講習会　受講者一覧（自治体職員以外）
開催日：平成２５年１０月２２日

主催：（公財）　千葉県建設技術センター
　　　　千葉県　県土整備部


