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道府県）

08005 片渕 信人 カタフチ　ノブヒト (株)東光コンサルタンツ 技術部 福岡県

08006 前田 泰芳 マエダ　ヤスヨシ 五洋建設(株) ２０２０事業室 東京都

08008 時田 幸治 トキタ　コウジ (株)東光コンサルタンツ 技術部 福岡県

08009 水谷 征治 ミズタニ　セイジ 東洋建設（株） 総合技術研究所美浦研究所 東京都

08010 前原 英治 マエハラエイジ (株)センク２１九州事務所 技術部 福岡県

08011 細井 俊博 ホソイ　トシヒロ 若築建設(株) 東京支店 東京都

08013 松本 延浩 マツモト　ノブヒロ 若築建設株式会社 名古屋支店総合評価対策室 愛知県

08015 八重尾 恭彦 ハエオ　ヤスヒコ 中央コンサルタンツ(株) 技術部 福岡県

08016 尾崎 竜三 オザキ　リュウゾウ 中央復建コンサルタンツ(株)
構造系部門　港湾・空港グルー
プ

大阪府

08017 藤原 昌宏 フジワラ　マサヒロ (株)奥村組 東日本支社 大阪府

08020 池上 成洋 イケノウエ　シゲヒロ （一財）港湾空港総合技術センター 調査部 東京都

08021 橋本 健 ハシモトツヨシ あおみ建設(株) 土木本部　総合評価室 東京都

08022 加藤 誠一 カトウ　セイイチ （財）港湾空港建設技術ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 羽田空港支部 神奈川県

08026 北澤 壮介 キタザワ　ソウスケ いであ（株） 港湾AM事業本部 大阪府

08027 金 芳晴 コン　ヨシハル (株)環境技建ウエーブ 設計部 沖縄県

08028 二階堂 一哉 ニカイドウ　カズヤ 五洋建設㈱ 本社　土木プロジェクト部 東京都

08029 手皮 章夫 テビ　アキオ 中央復建コンサルタンツ(株) 構造系部門 大阪府

08030 竹内 聡 タケウチ　サトシ 鹿島建設（株） 土木設計本部 東京都

08031 小黒 章二 オグロ　ショウジ （財）港湾空港建設技術サービスセンター 建設マネジメント研究所 神奈川県

08032 佐伯 信哉 サエキ　シンヤ (株)荒谷建設コンサルタント 水工設計課 愛媛県

08033 荒田 崇 アラタ　タカシ パブリックコンサルタント（株） 技術部 海洋港湾部門 北海道

08035 西岡 陽一 ニシオカ　ヨウイチ 国際航業(株) 西日本事業本部事業推進部

08038 石岡 聡 イシオカ　 サトシ （株）荒谷建設コンサルタント 水工部 広島県

08039 反田 行雄 タンダ　ユキオ ポートコンサルタント（株） 設計第一部 東京都

08044 福原 和顕 フクハラ　カズアキ 中電技術コンサルタント㈱ 臨海・都市部 広島県

08045 藤村 立行 フジムラ　タツユキ マリンテクノロジー(株) 　 東京都
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08046 羽渕 貴士 ハブチ　タカシ 東亜建設工業（株） 技術研究開発センター 神奈川県

08047 久末 正 ヒサスエ　タダシ (株)　リージャスト 設計課 北海道

08048 天野 誠 アマノ　マコト 日本データーサービス(株) 水工部 北海道

08050 松本 幸久 マツモト　ユキヒサ （株）大林組 生産技術本部　設計第三部 千葉県

08053 田中 良典 タナカヨシフミ みらい建設工業(株) 建設本部技術部 東京都

08054 済藤 生真 サイトウ　ショウマ 若築建設（株） 技術設計部 東京都

08056 生野 満 ショウノ　ミツル 東洋建設株式会社 大阪本店土木部 福岡県

08058 三輪 哲也 ミワ　テツヤ 若築建設(株) 東京本社　土木部 東京都

08060 加賀 清 カガ　キヨシ いであ(株) 中国支店水圏部 広島県

08061 古田 学 フルタ　マナブ 国際航業(株) 東日本事業本部 東京都

08065 西口 松男 ニシグチ　マツオ 五洋建設(株) 大阪支店 大阪府

08066 村本 哲二 ムラモト　テツジ 東洋建設（株） 関東支店土木技術部 東京都

08067 辻北 智志 ツジキタ　サトシ 東洋建設(株) 関東支店土木技術部 東京都

08075 川嶋 憲 カワシマ　ケン （株）日本港湾コンサルタント 技術本部　技術一部 兵庫県

08076 井上 博士 イノウエ　ヒロシ 東亜建設工業（株） 土木事業本部設計部 東京都

08081 吉田 倫夫 ヨシダ　ミチオ （株）ナカボーテック 事業統括部 東京都

08082 山下 徹 ヤマシタ　トオル 五洋建設株式会社 土木設計部 東京都

09083 稲垣 聡 イナガキ　サトシ 鹿島建設（株） 土木設計本部 東京都

08087 佐藤 秀政 サトウ　ヒデマサ 復建調査設計(株) 第一技術部河川港湾技術課 東京都

08088 佐藤 之信 サトウ　ユキノブ (株)　豊水設計 構造マネジメント部 北海道

08092 水野 敏雄 ミズノ　トシオ （株）ドラムエンジニアリング 技術部 東京都

08093 合田 和哉 ゴウダ　カズヤ 東洋建設(株) 土木事業本部土木技術部 東京都

08095 木村 隆一 キムラ　リュウイチ いであ(株) 九州支店　水圏部 福岡県

08097 菅原 禎 スガワラ　タダシ (株)本間組 新潟県

08102 近藤 明延 コンドウ　アキノブ （株）アイ・セディク 　 愛媛県

08108 泉田 宏文 センダ　ヒロフミ 国土交通省北陸地方整備局 港湾計画課 新潟県

08110 小松 誠児 コマツ　セイジ 五洋建設(株) 土木部 愛知県

09001 森竹 巧 モリタケ タクミ 中央コンサルタンツ(株)福岡支店 設計部 福岡県

09002 田中 敦之 タナカ　ノブユキ 東洋建設(株) 中国支店工事部 広島県



09003 堤 拓也 ツツミ　タクヤ 基礎地盤コンサルタンツ(株) 中国支社　設計部 広島県

09005 川島 仁 カワシマ　ヒトシ 東亜建設工業(株)
土木事業本部エンジニアリング
事業部シビルリニューアル事業
室

神奈川県

09006 網野 貴彦 アミノ　タカヒコ 東亜建設工業（株） 技術研究開発センター 神奈川県

09008 岡田 光志 オカダ　コオジ 東亜建設工業株式会社 横浜支店　技術部
神奈川

県

09009 中野 覚 ナカノ　サトル 神奈川県

09010 坂本 和隆 サカモト　カズタカ 東亜建設工業(株) 千葉支店　工事室 千葉県

09011 加藤 隆士 カトウ　タカシ 東亜建設工業(株)
土木事業本部　ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事
業部　ｼﾋﾞﾙﾘﾆｭｰｱﾙ事業室

東京都

09012 田邉 光一 タナベ　コウイチ 国際航業株式会社 東日本事業本部 東京都

09017 木下 秀之 キノシタ　ヒデユキ 東洋建設(株) 九州支店　土木部 福岡県

09018 金谷 恵輔 カナタニ　ケイスケ 東洋建設(株) 土木事業本部 東京都

09019 山村 浩介 ヤマムラ　コウスケ 東洋建設(株) 土木事業本部第一営業部 東京都

09021 住田 裕志 スミタ　ヒロシ 五洋建設（株） 九州支店　土木部 福岡県

09022 岡本 康明 オカモトヤスアキ 　 埼玉県

09028 田畑 真一 タバタ　シンイチ 日本データーサービス(株) 水工部 北海道

09029 鈴木 信夫 スズキ　ノブオ パシフィックコンサルタンツ（株） 港湾部 東京都

09030 前田 康弘 マエタ　ヤスヒロ (株)アスコ 技術部調査設計課 鳥取県

09031 梅村 亮 ウメムラ　リョウ

09032 杉森 厚 スギモリ　アツシ 東洋建設(株) 三重営業所 三重県

09033 佐藤 孝次 サトウ　コウジ 東亜建設工業（株）
土木事業本部エンジニアリング
事業部

東京都

09034 高木 久徳 タカギ　ヒサノリ 中央コンサルタンツ（株） 名古屋支店水環境部 愛知県

09035 末岡 英二 スエオカ　エイジ 東洋建設(株) 美浦研究所 茨城県

09036 森 一弥 モリ　カズヤ 東亜建設工業(株) 東京支店技術部設計課 東京都

09046 内藤 英晴 ナイトウ　ヒデハル 五洋建設(株) 技術研究所 栃木県

09050 小城 守 コジョウ　マモル ㈱ナカボーテック 事業統括部　RC推進部 東京都

09053 浅沼 丈夫 アサヌマ　タケオ 東亜建設工業(株) 技術研究開発センター 東京都

09056 鈴木 正樹 スズキ　マサキ 中央コンサルタンツ（株） 構造部 愛知県

09057 田土 弘人 タド　ヒロト ㈱ナカボーテック 名古屋支店　技術一課 愛知県

09058 荒川 貴信 アラカワ　タカノブ ＪＦＥエンジニアリング(株)
鋼構造本部　沿岸鉄構事業部
技術室

神奈川県

09059 深津 強 フカツ　ツヨシ 中央コンサルタンツ（株）大阪支店 技術監理部 大阪府



09060 秋山 亮二 アキヤマ　リョウジ 東亜建設工業 (株) 東京支店 東京都

09063 澤田 幸治 サワダ　コウジ 中央復建コンサルタンツ(株) 構造系部門　保全再生グループ 大阪府

09064 佐々木 威之 ササキ　タケシ 五洋建設(株)
東京土木支店東電福島総括事
務所

福島県

09065 坂本 辰哉 サカモト　タツヤ 東亜建設工業(株) 土木事業本部土木部 東京都

09068 今井 康雅 イマイ ヤスマサ （株）荒谷建設コンサルタント
コンサルタント第2部
水工設計課

広島県

09069 髙橋 功 タカハシ　イサオ 北日本港湾コンサルタント株式会社 技術部 北海道

09070 永嶋 聡志 ナガシマ　サトシ 鹿島建設株式会社 北陸支店土木部 新潟県

09071 黒部 新一 クロベ　シンイチ 東洋建設㈱四国支店 工事部 香川県

09072 中村 友邦 ナカムラ　トモクニ 五洋建設（株） 土木設計部 東京都

09073 芝﨑 康介 シバザキ　コウスケ 横浜港埠頭株式会社 総務部港湾運営会社準備室 神奈川県

09078 伊藤 浩志 イトウ　ヒロシ 五洋建設(株) 中国支店土木部 広島県

09079 中原 健二 ナカハラ　ケンジ 五洋建設(株) 中国支店土木部 山口県

09081 矢島 昭 ヤジマ　アキラ (株)修成建設コンサルタント 技術１部 大阪府

10003 山下 雅人 ヤマシ　タマサト (一社)日本マリーナ・ビーチ協会 調査研究部 東京都

10004 畠山 和之 ハタケヤマ　カズユキ 北日本海事興業(株) 技術部 青森県

10007 村松 道雄 ムラマツ　ミチオ 東亜建設工業（株） 技術研究開発センター 神奈川県

10009 長谷川 巌 ハセガワ　イワオ （株）エコー 技術本部水理解析部 東京都

10012 酒井 貴洋 サカイ　タカヒロ 五洋建設(株) 技術研究所　耐震構造チーム 栃木県

10015 川上 浩一 カワカミ　コウイチ セントラルコンサルタント(株)　東北支社 技術第3部 宮城県

10016 増田 和広 マスダ　カズヒロ 吉川海事興業（株） 工事部 神奈川県

10017 羽沢 幸司 ハザワ　コウジ 東京都庁 港湾局臨海開発部 千葉県

10018 田代 徹 タシロ　トオル 東亜建設工業㈱ 横浜支店川崎工事事務所 神奈川県

10019 伊藤 正喜 イトウ　マサキ （株）開発技術コンサルタント 第一技術部 新潟県

10020 土屋 武史 ツチヤ　タケフミ 東亜建設工業(株) 神奈川県

10022 安岡 啓一 ヤスオカケイイチ いであ株式会社 港湾AM事業本部 神奈川県

10023 秡川 康一 ハライカワ　コウイチ 八千代エンジニヤリング(株) 総合事業本部臨海開発部 東京都

10025 元木 正典 モトキ　マサノリ 五洋建設(株) 東京土木支店技術部 東京都

10026 上田 陽彦 ウエダ　ハルヒコ 東亜建設工業株式会社 土木事業本部設計部 東京都

10028 秋本 哲平 アキモト　テッペイ 五洋建設(株) 技術研究所 栃木県



10030 田代 大輔 タシロ　ダイスケ 東洋建設(株) 工事部 北海道

10031 村松 正志 ムラマツ　マサシ (株)古川組静岡支店 工事部 静岡県

10032 秋山 哲治 アキヤマ　テツジ 若築建設（株） 技術設計部 東京都

10033 木村 博史 キムラ　ヒロフミ 日本データーサービス（株） 設計診断部 北海道

10037 人見 周作 ヒトミ　シュウサク 東亜建設工業㈱ 神戸営業所 兵庫県

10038 室田 博文 ムロタ　ヒロフミ 復建調査設計（株） 水工技術部　沿岸技術課 広島県

10040 近藤 良 コンドウ　リョウ 中電技術コンサルタント(株) 臨海・都市部 広島県

10044 石水 秀延 イシミズ　ヒデノブ いであ(株) 亜熱帯環境調査部 沖縄県

10045 古賀 学 コガ　マナブ (株)　東光コンサルタンツ 技術部 福岡県

10046 池田 英輔 イケダ　エイスケ ㈱ナカボーテック 大阪支店　営業課 大阪府

10050 比嘉 隆 ヒガ　タカシ 株式会社沖縄土木設計コンサルタント 設計部 沖縄県

11001 高木 伸宏 タカキノブヒロ 東亜建設工業 東京支店 東京都

11002 中村 誠 ナカムラ　マコト 大田区 都市基盤整備部 東京都

１1005 保木本 智史 ホキモト　サトシ 五洋建設株式会社
技術研究所
耐震構造チーム

栃木県

11006 望月 元一 モチヅキ　ゲンイチ 静和工業(株) 事業管理部 静岡県

11007 鈴木 世二 スズキ　セイジ ㈱シーテック 技術部 神奈川県

11008 伊藤 忠胤 イトウ　タダツグ 日本防蝕工業(株) 東北支店 宮城県

11010 大久保 謙治 オオクボケンジ 化工建設株式会社 工事技術部 東京都

11012 国生 隼人 コクショウ　ハヤト 八千代エンジニヤリング株式会社 総合事業本部　臨海開発部 東京都

11013 飯山 敦史 イイヤマ　アツシ 若築建設株式会社 東京支店 東京都

11014 山本 高士 ヤマモト　タカシ （株）本間組 土木事業本部　技術部 新潟県

11016 井上 定雄 イノウエ　サダオ いであ株式会社 港湾AM事業本部 大阪府

11019 上田 良智 ウエダ　ヨシトモ （株）新日本技術コンサルタント 総合設計部 鹿児島県

11020 大島 弘之 オオシマ　ヒロユキ 石川県 農林水産部 石川県

11021 潮平 剛 シオヒラ　タケシ 株式会社　国建 土木設計部 沖縄県

11022 岡本 経孝 オカモト　ツネタカ いであ㈱
港湾ＡＭ事業本部
港湾部

神奈川県

11023 津曲 兼嗣 ツマガリ　カネツグ 株式会社　三洋コンサルタント 調査部 福岡県

11024 佐藤 哲也 サトウ　テツヤ 五洋建設㈱ 中国支店土木営業部 広島県

11029 白石 弘 シライシ　ヒロシ 株式会社ナカボーテック 事業統括部　技術部 東京都



12001 村岡 正清 ムラオカ　マサキヨ ㈱エコー 国際部 東京都

12003 一野 武史 イチノ　タケシ 東亜建設工業株式会社 東京支店 東京都

12004 田中 一弘 タナカ　カズヒロ 株式会社ナカボーテック 事業統括本部大阪支店 大阪府

12005 山部 道 ヤマベ　トオル (株)日本港湾コンサルタント 技術本部　技術２部 東京都

12006 柴田 大介 シバタ　ダイスケ （株）日本港湾コンサルタント 技術本部　技術一部 東京都

12007 澁谷 浩平 シブタニ　コウヘイ あおみ建設㈱ 本社　技術部 東京都

12009 米田 泰 ヨネダ　ヤスシ 中央復建コンサルタンツ（株） 構造系部門　保全再生グループ 兵庫県

12013 久保田 圭 クボタ　ケイ いであ株式会社 環境調査・技術部 大阪府

12015 高島 創太郎 タカシマ　ソウタロウ いであ（株）九州支店 環境調査・化学部 福岡県

12018 松原 恭博 マツバラ　ヤスヒロ 協同エンジニアリング㈱ 第二設計部　構造課 大分県

12020 柳之内 浩 ヤナギノウチ  ヒロシ サンコーコンサルタント株式会社 東日本支社 東京都

12021 草野 康祐 クサノ　ヤスヒロ いであ(株)　九州支店 陸圏部 福岡県

13011 井上 篤 イノウエ　アツシ 基礎地盤コンサルタンツ㈱ 九州支社　設計部 福岡県

13012 大利 公二 オオトシ　コウジ 株式会社ニュージェック 港湾・海岸グループ 大阪府

13017 仲野 幸男 ナカノ　ユキオ 株式会社昌築 技術部 福岡県

14001 鈴木 千代子 スズキ　チヨコ 日本防蝕工業株式会社
東京支店第一技術部
海洋・プラントチーム

東京都

14003 高浪 裕貴 タカナミ　ユウキ 日本防蝕工業株式会社
東京支店　第一技術部　海
洋・プラントチーム

神奈川県

14004 石原 慎太郎 イシハラ　シンタロウ みらい建設工業株式会社 技術本部　技術部 千葉県

14005 高橋 伸一 タカハシ　シンイチ
一般財団法人
港湾空港総合技術センター

北陸支部 新潟県

14006 石丸 雅一 イシマル マサカズ 日本ミクニヤ株式会社
東京支店環境防災部
4課

神奈川

14007 藤井 隆行 フジイ　タカユキ 三洋テクノマリン株式会社 技術本部 東京都

14010 新谷 聡 シンガイ　サトシ りんかい日産建設株式会社 土木事業部 東京都

14011 櫻庭 光彦 サクラバ　ミツヒコ 北日本港湾コンサルタント(株) 第１技術部 北海道

14013 伊藤 義将 イトウ　ヨシノブ 一般財団法人　沿岸技術研究センター 調査部 東京都

14014 福田 孝晴 フクダ　タカハル (株)エコー 技術本部　構造設計部 東京都

14016 宮坂 尚樹 ミヤサカ　ナオキ 東亜建設工業㈱ 横浜支店技術部 神奈川県

14018 小島 章弘 コジマ　ノリヒロ 東京港埠頭(株) 技術部 東京都

14019 宮沢 明良 ミヤザワ　アキラ 東亜建設工業株式会社
土木事業本部
エンジニアリング事業部
シビルリニューアル事業室

神奈川県

14023 佐藤 昌平 サトウショウヘイ 東亜建設工業（株）
千葉支店　京葉（工）　葛南
（作）

千葉県



14024 川俣 奨 カワマタ　ススム 五洋建設（株） 東北支店土木部 宮城県

14025 西阪 明将 ニシサカ　ヨシマサ 日本防蝕工業株式会社 エンジニアリング部 東京都

14026 若杉 聡 ワカスギ　サトシ ㈱古川組　静岡支店 工事部 静岡県

14027 窪田 利晴 クボタ　トシハル 東亜建設工業（株） 北陸支店土木部 新潟県

14029 傳 亮司 ツタエ　リョウジ 東洋建設㈱ 大阪本店土木技術部 大阪府

14031 比嘉 昌弘 ヒガ　マサヒロ 日本防蝕工業株式会社 中国支店 広島県

14032 村上 裕宣 ムラカミ　ヒロノブ 中央復建コンサルタンツ株式会社
構造系部門　港湾・空港グルー
プ

大阪府

14033 佐野 朝昭 サノ　トモアキ (株)アルファ水工コンサルタンツ 技術部 北海道

14034 横路 祥一郎 ヨコジ　ショウイチロウ 五洋建設㈱ 九州支店土木部 鹿児島県

15002 渡部 直人 ワタナベ　ナオト あおみ建設（株）
東京支店
君津工事事務所

千葉県

15003 大西 真人 オオニシ　マサト （株）四電技術コンサルタント 土木事業部 香川県

15005 黒岩 保範 クロイワ　ヤスノリ （株）中央技術コンサルタンツ 九州支店　設計部 熊本県

15008 久野 敦史 クノ　アツシ 東洋建設㈱ 土木技術部 福岡県

15014 若崎 正光 ワカサキ　タダミツ （一般財団法人）沿岸技術研究センター 調査役・東北事務所長 宮城県

15015 髙橋 研也 タカハシ　ケンヤ 五洋建設（株） 技術研究所 栃木県

15016 荒井 隆之 アライ　タカユキ （一財）港湾空港総合技術センター 関東支部　技術支援室 神奈川県

15017 原 基久 ハラモトヒサ 五洋建設株式会社 名古屋支店 愛知県

15018 小寺 敏 コデラ　サトシ ㈱国土開発センター 設計事業部　設計２部 石川県

15019 根本 任宏 ネモト　タカヒロ （一社）寒地港湾技術研究センター 企画部 北海道

15020 森本 睦 モリモト　ムツミ 株式会社ニュージェック 港湾・海岸グループ 大阪府

15021 中尾 千明 ナカオ　チアキ 洋伸建設㈱ 建設部 広島県

15023 岡﨑 健 オカザキ　タケシ パシフィックコンサルタンツ株式会社 大阪国土保全事業部港湾室 大阪府

15025 若松 宏知 ワカマツ　ヒロトモ 東亜建設工業株式会社 中国支店土木事業部 広島県

15028 杉原 広晃 スギハラ　ヒロアキ 五洋建設（株） 中国支店 広島県

15031 軽部 歩 カルベ　アユム (一財)港湾空港総合技術センター 関東支部 神奈川県

15032 唐木 毅 カラキ　ツヨシ 三洋テクノマリン株式会社 沿岸域マネジメント部 東京都

15033 渡部 利治 ワタナベ　トシハル 　 新潟県

15035 南田 武人 ナンダ　タケヒト (株)大本組 土木本部　工務部 岡山県

15038 佐々木 宏 ササキ　ヒロシ 一般社団法人日本埋立浚渫協会 調査役 東京都



15040 野勢 辰也 ノセ　タツヤ 大成建設株式会社
土木本部土木設計部
海洋設計室

東京都

15044 小泉 文人 コイズミ　フミト 日本防蝕工業株式会社 エンジニアリング部 神奈川県

15047 香田 一哉 コウダ　カズヤ 東亜建設工業株式会社 土木事業本部 東京都

15048 三宅 諭 ミヤケ　サトル 東洋建設(株) 関東支店土木技術部 東京都

15049 藤本 俊彦 フジモト　トシヒコ 東亜建設工業株式会社
土木事業本部
エンジニアリング事業部
シビルリニューアル事業室

神奈川県

16001 向田 顕 ムコウダ　アキラ ㈱三洋コンサルタント 設計部 福岡県

16003 柴田 悠平 シバタ　ユウヘイ 株式会社日本海コンサルタント 技術事業本部　防災構造部 石川県

16005 後藤 洋之 ゴトウ　ヒロユキ 日本海洋コンサルタント株式会社 技術本部 東京都

16006 佐野 雄季 サノ　ユウキ 大成建設株式会社
土木本部土木技術部
海洋技術室

東京都

16007 武内 清誠 タケウチ　キヨセイ 東洋建設(株) 大阪本店　技術営業部 大阪府

16008 星野 英昭 ホシノ　ヒデアキ 一般財団法人港湾空港総合技術センター 東北支部仙台支所 宮城県

16012 田丸 明彦 タマル　アキヒコ みらい建設工業株式会社 東北支店　工事部 宮城県

16015 小田 律文 オダ　ノリフミ 復建調査設計㈱ 松山支店 愛媛県

16017 岸原 金男 キシハラ　カネオ 株式会社　シーラム 技術部 東京都

16019 玉利 豊作 タマリ　ブンサク 三井共同建設コンサルタント株式会社 環境・港湾事業部 東京都

16021 赤岡 茂記 アカオカ　シゲキ 株式会社　水域ネットワーク 沿岸技術第一部 東京都

16031 高木 隼人 タカギ　ハヤト 株式会社アルファ水工コンサルタンツ 技術部 北海道

17004 日高 健寿 ヒダカ　タケヒサ 東亜建設工業株式会社 横浜支店技術部 神奈川県

17007 西田 浩太 ニシダ　コウタ 東亜建設工業株式会社 エンジニアリング事業部 東京都

17014 黒瀬 徳嗣 クロセ　ノリツグ 黒徳建設株式会社 本社　工務部 島根県

17016 春木 芳男 ハルキ　ヨシオ 株式会社開発技術コンサルタント  新潟県

17017 田中 次人 タナカ　ツギヒト

17018 後藤 啓文 ゴトウ　ヒロフミ 千葉県

17020 金子 英久 カネコ　ヒデヒサ 岐阜県

17023 塚本 大輔 ツカモト　ダイスケ 東亜建設工業（株） 名古屋支店土木部 愛知県

17024 豊饒 智樹 ブニュウ　トモキ （株）不動テトラ 九州支店 福岡県

17032 鮫島 昭二 サメシマ　ショウジ (株)五省コンサルタント 技術本部 福岡県

18001 河北 慶介 カワキタ　ケイスケ 株式会社　エース 東京支社　技術部 東京都

18004 長屋 卓見 ナガヤ　タクミ 株式会社建設コンサルタントセンター 設計部 静岡県



18005 高松 由彦 タカマツ　ヨシヒコ 横浜港埠頭株式会社 技術部 神奈川県

18006 野上 周嗣 ノガミ　シュウジ 愛知県

18008 星野 雅彦 ホシノ　マサヒコ (株)ナカボーテック 技術開発センター 埼玉県

18010 影佐 拓也 カゲサ　タクヤ パシフィックコンサルタンツ株式会社 インフラマネジメント部 東京都

18014 槻宅 健司 ツキタク　ケンジ （一社）水産土木建設技術センター

18018 金子 聡志 カネコ　サトシ 東電設計(株) 土木本部　技術開発部 東京都

18019 北川 紀洋 キタガワ　ノリヒロ パブリックコンサルタント株式会社 技術部海洋港湾課 北海道

19001 鈴木 宏政 スズキ　ヒロマサ 東洋建設(株) 名古屋支店土木部 愛知県

19003 森本 茂之 モリモト　シゲユキ ㈱エイト日本技術開発 国土インフラ事業部 東京都

19005 松井 俊二 マツイ　シュンジ 大成建設株式会社
土木本部土木設計部
海洋設計室

東京都

19012 蝦名 仁美 エビナ　ヒトミ (株)ナカボーテック ＲＣ推進部 東京都

19014 畑 克実 ハタ　カツミ (株)ナカボーテック 技術統括部 東京都

19018 佐藤 岳人 サトウ　タケヒト 株式会社 日本メンテ 工事部 宮城県

19020 隈元 祐樹 クマモト　ユウキ 日本防蝕工業株式会社 大阪府

19021 山岡 正和 ヤマオカ　マサカズ 中電技術コンサルタント（株） 水力水工部 広島県

19023 西口 道大 ニシグチ　ミチヒロ 東洋建設(株) 関東支店土木技術部 神奈川県

19024 小嶋 篤志 コジマ　アツシ (株)福田組 土木部技術部 新潟県

19025 川島 明人 カワシマ　ノリヒト (株)ナカボーテック 技術部

19027 伊藤 恵美 イトウ　エミ 日特建設株式会社 九州支店技術部 福岡県

19028 玉城 将 タマキ　ショウ （株）保全工学研究所 技術部技術課 東京都

20002 廣瀬 正和 ヒロセ　マサカズ 株木建設㈱ 土木事業本部　土木部 東京都

20010 豊田 翔吾 トヨタ　ショウゴ 日本防蝕工業㈱
東京支店　第一技術部
海洋プラントチーム

東京都

20011 小川 尚希 オガワ　ナオキ
中部地方整備局　名古屋港湾空港技術調査事
務所

技術開発課 愛知県

21003 佐藤 貴紀 サトウ　タカノリ 大成建設（株） 土木本部土木設計部 東京都

21013 稲福 秀樹 イナフク　ヒデキ （一財）　港湾空港総合技術センター 沖縄支部 沖縄県

21014 遠藤 信之 エンドウ　ノブユキ 株式会社ニュージェック 港湾・海岸グループ 大阪府

21016 船木 秀策 フナキ　シュウサク 興亜開発株式会社 関東支店 東京都

21025 金村 慶浩 カネムラ　ヨシヒロ 株式会社ブルーウェーブ 海洋調査部 千葉県

22005 渕本 学 フチモト　マナブ 太平洋マテリアル(株) 関西支店 大阪府



22007 髙谷 和彦 タカタニ　カズヒコ 東洋建設株式会社 大阪本店（神戸営業所） 兵庫県

22010 鈴木 裕太 スズキ　ユウタ 日本海洋コンサルタント株式会社 技術本部 東京都

22017 工藤 悟 クドウ サトル (株)アルファ水工コンサルタンツ 技術部 北海道

22021 毛利 聖 モウリ　セイ (一財)港湾空港総合技術センター 中国支部 広島県

22026 菅原 祥智 スガワラ　ヨシトモ 東亜建設工業(株) 中国支店 岡山県
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