
登録番号 氏名 登録番号 氏名 登録番号 氏名
05-001 瀬戸島政博 06-001 田中  邦一 07-001 菊池    譲
05-002 06-002 三島　研二 07-002 垣内  英俊
05-003 津留  宏介 06-003 佐々木康博 07-003 山田    均
05-004 住田  英二 06-004 岡本  芳樹 07-004 外山  康彦
05-005 北原  良彦 06-005 筒井  胤雄 07-005 齋藤  和也
05-006 村木  広和 06-006 及川  典生 07-006 小川紀一朗
05-007 竹本    孝 06-007 高木    久 07-007 岩切  昭義
05-008 内田    修 06-008 林    義政 07-008 渡邊  祐三
05-009 福田    真 06-009 池田  晃三 07-009 北原  一平
05-010 秋山  幸秀 06-010 07-010 鈴木  浩二
05-011 赤松  幸生 06-011 与      清 07-011 岩波  英行
05-012 木下    牧 06-012 高岸    且 07-012 藤井  紀綱
05-013 06-013 南澤  輝雄 07-013 伊藤  鋭二
05-014 畠    周平 06-014 黒台  昌弘 07-014 白井  直樹
05-015 望月貫一郎 06-015 菅原  和宏 07-015 安野  雅満
05-016 06-016 品澤    隆 07-016
05-017 渡辺  智晴 06-017 07-017 早川  和夫
05-018 東田  正樹 06-018 長谷川浩司 07-018 中本    清
05-019 06-019 大橋  明彦 07-019 大堂  仲二
05-020 大友  正晴 06-020 川口    剛 07-020 島田    徹
05-021 横山    巖 06-021 森田  真一 07-021 織田  和夫
05-022 沼田  洋一 06-022 廣瀬  葉子
05-023 大石    哲 06-023 大山  容一
05-024 神原  孝行 06-024 畠山  主税

登録番号 氏名 登録番号 氏名 登録番号 氏名
08-001 正岡  佳典 09-001 藤井  雅雄 10-001 松岡  滋治
08-002 09-002 中舎    哉 10-002 木村  了三
08-003 窪田  智則 09-003 五関  利幸 10-003 森    文明
08-004 足立  勝治 09-004 熊谷  幸也 10-004 落合    修
08-005 橘    菊生 09-005 井畑  和馬 10-005
08-006 09-006 吉田  政典 10-006 花村  嗣信
08-007 長澤  良太 09-007 小川  孝之 10-007 河野  哲也
08-008 廣野  貴一 09-008 鵜殿  俊昭 10-008 齊藤    誠
08-009 平田  顕三 09-009 白川  文夫 10-009 福岡  正秀
08-010 横田    浩 09-010 中崎    豊 10-010 片桐  雅一
08-011 柴田    拓 09-011 10-011 船田    征
08-012 小更    亨 09-012 坂田  直貴 10-012 洲濱  智幸
08-013 阿部    融 09-013 今里亜紀彦 10-013 木村  一夫
08-014 09-014 河野  隆治 10-014 新井  瑞穂
08-015 八木  鋼治 09-015 石森    伸 10-015 鈴木    寛
08-016 大塚  啓一 09-016 大鋸  朋生 10-016 六浦  聖夫
08-017 中谷    剛 09-017 前田    修 10-017 白井  正孝
08-018 吉川  智彦 09-018 大伴  真吾 10-018 下村  博之
08-019 西村  芳夫 09-019 近藤  泰徳 10-019 中村  明彦
08-020 田中  光男 09-020 金岡  宏和 10-020 下境  敏広
08-021 吉岡  裕嗣 09-021 10-021 小野  博之

09-022 10-022
09-023 10-023 内海    巖
09-024 梅村  裕也 10-024 大津  泰弘
09-025 佐野  滝雄 10-025 村田  叔充
09-026 來山  尚義
09-027 内田  吉昭

平成20年度
登録者及び更新登録者18名

平成17年度

登録者及び更新登録者23名 登録者及び更新登録者23名

平成17年度(2005年)～令和元年度(2019年)

令和2年(2020年)4月1日現在

「空間情報総括監理技術者」資格認定登録者及び更新登録者

登録者及び更新登録者20名

平成21年度 平成22年度

平成18年度 平成19年度
登録者及び更新登録者22名 登録者及び更新登録者20名



登録番号 氏名 登録番号 氏名 登録番号 氏名
11-001 高本  佳典 12-001 西村  公志 13-001 西川  大亮
11-002 大島    正 12-002 水野  博史 13-002 千田    玄
11-003 古川    力 12-003 名草  一成 13-003 酒井  拓也
11-004 近藤  弘崇 12-004 小澤  理晴 13-004 内川  裕委
11-005 木寺  幸司 12-005 髙貫  潤一 13-005 西岡  陽一
11-006 田澤  和彦 12-006 盛田  彰宏 13-006
11-007 南澤  栄二 12-007 西野  博司 13-007 安藤  港増
11-008 堀川  和利 12-008 中野  一也 13-008 白戸丈太郎
11-009 荒井  一樹 12-009 宮坂    聡 13-009 鈴木    清
11-010 外立  久充 12-010 江﨑  充典 13-010 杉山  史典
11-011 辻      求 12-011 田丸  和章 13-011 小杉  健二
11-012 真壁  信二 12-012 村上  桂山 13-012 江上  和英
11-013 鈴木  康豊 12-013 多田  信之 13-013 日當  卓也
11-014 相原    修 12-014 千葉  一博 13-014 横尾  泰広
11-015 清水    孝 12-015 永田  忠之 13-015 橋爪  信昭
11-016 谷森  秀生 12-016 廣瀬  典和 13-016 村田  雅彦
11-017 松永  善晴 12-017 向平  拓司 13-017 小野  貴稔
11-018 佐藤  俊明 12-018 鵜飼  尚弘 13-018 今井  靖晃
11-019 今村  政夫 12-019 野田  浩二 13-019 山本  尉太
11-020 堀川  毅信 12-020 根本  稔彦 13-020 大江  裕之
11-021 吉川  和男 12-021 髙梨  勝弘 13-021
11-022 菊地    隆 12-022 岡部  隆宏 13-022 伊藤  秀次
11-023 中嶋  幸宏 12-023 堀    秀樹 13-023 森本  美樹
11-024 岩崎  秀司 12-024 小田原  寿 13-024 尾崎祥太郎
11-025 坂口    宏
11-026 山田  大介
11-027 恩藤  典子
11-028 岡本  良徳
11-029
11-030 時永  洋一

平成27年度 平成28年度

登録者25名 登録者21名

登録番号 氏名 登録番号 氏名 登録番号 氏名
14-001 東山　幸平 15-001 垣内  　力 16-001 黒澤章太郎
14-002 木村　光晴 15-002 上橋　幸二 16-002 横田　宏行
14-003 中西　正昭 15-003 小林　謙一 16-003 南口　洋國
14-004 伊藤　　裕 15-004 宮下　大明 16-004 最相　知也
14-005 吉岡　達也 15-005 青木　  規 16-005 太井　史朗
14-006 崎山　英杉 15-006 加賀谷仁秀 16-006 滝沢　　巌
14-007 谷口　理意 15-007 吉永　幸治 16-007 吉田　惠勝
14-008 本間　克哉 15-008 年楳　正和 16-008 遠藤　浩二
14-009 黒岩　剛史 15-009 末国　次朗 16-009 中津　好徳
14-010 礒部　浩平 15-010 遠藤　拓郎 16-010 清宮　奈美
14-011 小出　和政 15-011 小田　博之 16-011 早川　洋子
14-012 15-012 野瀬　和仁 16-012 中島　彰男
14-013 小林　　浩 15-013 大月　庄治 16-013 内川　　勉
14-014 芝　　　隆 15-014 本田  　健 16-014 髙木　章史
14-015 澤　　陽之 15-015 服部たえ子 16-015 今西　　実
14-016 植木　健一 15-016 福田　英徳 16-016 松下　純一
14-017 川上　　崇 15-017 佐々木栄一 16-017 角田　里美
14-018 戸村健太郎 15-018 小早川雅行 16-018 𠩤島　克則
14-019 杉森　純子 15-019 小澤　淳眞 16-019 伊藤　友和
14-020 横井　　勇 15-020 常松　興樹 16-020 川村　義和
14-021 兼子　隆右 15-021 安部　清貴 16-021 中澤　明寛
14-022 金久保　豊 15-022 鈴木　英夫
14-023 下鳴　恒彰 15-023 三輪　佳充
14-024 15-024 久保　孝嘉
14-025 安海　高明 15-025 伊藤　克広
14-026 板野　友和
14-027 坂元　光輝
14-028 西村　　修
14-029
14-030 鈴田　裕三
14-031 熊谷　孝之

平成26年度
登録者28名

登録者及び更新登録者29名

平成23年度 平成24年度

登録者及び更新登録者24名

平成25年度
登録者及び更新登録者22名



平成29年度 平成30年度 令和元年度
登録者24名 登録者30名 登録者26名
登録番号 氏名 登録番号 氏名 登録番号 氏名

17-001 古川　晃正 18-001 武田　一成 19-001 荒木　義則
17-002 生熊亜紀子 18-002 竹内　大輔 19-002 久原　千賀子
17-003 小松崎弘道 18-003 新井　知 19-003 土橋　康輝
17-004 江口　友章 18-004 平田　富規 19-004 内山　勝博
17-005 佐竹　次郎 18-005 蟹瀬　明弘 19-005 植木　博文
17-006 那須　裕司 18-006 柴山　一浩 19-006 徳田　義孝
17-007 柴山　卓史 18-007 伊倉　正芳 19-007 佐藤　匠
17-008 八代　　健 18-008 浅田　律子 19-008 宮川　誠
17-009 石和　直樹 18-009 細野　和久 19-009 若林　稔幸
17-010 三石　英史 18-010 福田　祐一郎 19-010 平田　育士
17-011 三浦　博之 18-011 浜出　智 19-011 武田　大典
17-012 平松　孝晋 18-012 金山　隆晴 19-012 伊達　裕樹
17-013 美土路哲也 18-013 角田　明宝 19-013 中村　尚
17-014 駒井　拓也 18-014 土屋　奏 19-014 藤本　拓史
17-015 平井　　仁 18-015 塩谷　優太 19-015 松下　隆史
17-016 山下　　智 18-016 光広　淳 19-016 堀　大一郎
17-017 鈴木　　肇 18-017 宮本　義明 19-017 検崎　仁美
17-018 山田　秀之 18-018 平出　雅彦 19-018 多田　和樹
17-019 𠮷見　晋吾 18-019 越智　貴政 19-019 島﨑　浩司
17-020 大西　正道 18-020 宮寺　修 19-020 野口　英之
17-021 高木　博康 18-021 鈴木　喜雄 19-021 中野　崇
17-022 小林　雅弘 18-022 野宗　政之 19-022 浦本　洋市
17-023 水島　裕幸 18-023 田原　修一 19-023 髙原　宏明
17-024 小田三千夫 18-024 髙橋　弘 19-024 山崎　廣二

18-025 桑垣　智志 19-025 新名　恭仁
18-026 安田　清史 19-026 小野山　裕治
18-027 齋藤　恵介

18-028 髙橋　健

18-029 中野　達人

18-030 西江　国子


