
平成１６年度技術士第一次試験合格者名簿 

平成１７年１月１４日
原子力・放射線部門 

受験番号       氏  名 

20A00001        森 泰成 
20A00002        田代 純利 
20A00003        多田 直人 
20A00004        青木 志憲 
20A00005        柴田 拓 
20A00006        須田 義之 
20A00007        中山 隆弘 
20A00008        小林 健太郎 
20A00009        田口 和彦 
20A20001AB      鳥谷部 祐 
20B00001        酒井 宏隆 
20B00003        乗安 和宣 
20B00004        柳 千裕 
20B00006        中村 寿 
20B00007        山口 伸悟 
20B00008        廣川 直機 
20B00009        大澤 彰 
20B00010        平川 博將 
20B00011        長畔 誠司 
20B00012        中尾 誠 
20B00013        武藤 保信 
20B00015        高嶋 秀樹 
20B00016        白柳 春信 
20B00017        新井 史朗 
20B00018        齊藤 暢彦 
20B00019        坂本 浩幸 
20B00023        田辺 隆司 
20B00024        浜崎 学 
20B00026        角田 成正 
20B00027        鈴木 芳嗣 
20B00028        天木 智男 
20B00029        大久保 武 
20B00031        和田 勉 
20B00032        藤本 春生 
20B00033        奥野 功一 
20B00034        梅田 淳一 
20B00035        伊藤 元 
20B00037        池端 包広 
20B00038        武藤 利雄 
20B00039        雁田 孝雄 
20B00040        河野 直文 
20B00041        西村 丹子 
20B00042        安井 浩明 
20B00043        高田 進 
20B00044        小林 達郎 
20B00045        内田 剛志 
20B00046        関 泰 
20B00047        内田 卓 
20B00048        関 正美 
20B00049        加藤 和之 
20B00051        木村 満 
20B00052        高橋 優也 
20B00053        中野 純一 
20B00054        永井 明 
20B00055        野村 俊文 
20B00056        吉富 寛 
20B00058        山下 進 
20B00060        頼経 勉 
20B00061        保原 洋一 
20B00064        小貫 正行 
20B00065        米谷 繁也 
20B00068        岡村 章 
20B00070        岩田 吉左 
20B00072        三枝 利家 
20B00073        藤本 望 
20B00074        大森 章弘 
20B00075        須田 靖 
20B00076        坂本 正喜 
20B00077        加藤 真介 
20B00078        木下 高宏 
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20B00079        清水 直孝 
20B00081        三木 陽介 
20B00082        横堀 仁 
20B00083        鳥羽 晃夫 
20B00084        柏 俊文 
20B00085        伊藤 公雄 
20B00086        瀬川 和宏 
20B00088        山田 克典 
20B00090        山口 献 
20B00092        毛利 哲也 
20B00093        土井 英示 
20B00094        桜本 一夫 
20B00095        宮田 浩一 
20B00099        小澤 隆 
20B00100        柚木 彰 
20B00101        袖山 博志 
20B00102        井原 靖貴 
20B00106        井上 龍介 
20B00109        佐々木 貞明 
20B00110        反町 幸之助 
20B00111        藤井 博章 
20B00113        武内 豊 
20B00115        林 克巳 
20B00116        勝又 一 
20B00117        小林 一樹 
20B00118        松浦 正義 
20B00119        園田 幸夫 
20B00121        伊藤 正裕 
20B00122        西山 俊明 
20B00124        三浦 淳 
20B00127        原田 晃男 
20B00128        安田 良 
20B00129        村山 卓 
20B00131        清水 勇 
20B00132        角田 昌彦 
20B00133        桑原 潤 
20B00134        後藤 孝徳 
20B00135        木田 孝 
20B00136        大友 昭敏 
20B00137        小林 誠 
20B00138        石仙 順也 
20B00139        木原 武弘 
20B00140        會澤 栄寿 
20B00141        清水 修 
20B00142        櫻庭 耕一 
20B00143        曽野 浩樹 
20B00144        深谷 洋行 
20B00145        薗田 暁 
20B00146        伴 康俊 
20B00147        山根 祐一 
20B00148        中頭 利則 
20B00149        小須田 昌之 
20B00150        阪本 琢哉 
20B00151        内川 貞之 
20B00152        津布久 和典 
20B00153        三好 勝正 
20B00154        德森 律朗 
20B00155        新村 孝司 
20B00156        大森 良太 
20B00159        石山 孝 
20B00160        寳德 忍 
20B00161        藪内 典明 
20B00162        日暮 浩一 
20B00163        宮本 幸博 
20B00164        松本 純一 
20B00165        大越 実 
20B00166        武石 稔 
20B00167        中野 秀生 
20B00168        笠井 巌 
20B00169        豊嶋 好輝 
20B00170        海平 孝雄 
20B00171        石田 卓也 
20B00172        柚原 俊一 
20B00174        鈴木 章悟 
20B00175        在間 直樹 
20B00176        齋藤 誠 
20B00178        佐藤 勉 
20B00179        網野 真樹 
20B00180        池田 豊 
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20B00181        長嶺 徹 
20B00182        良知 雅美 
20B00183        中澤 俊之 
20B00184        川口 いづみ 
20B00189        伊賀 公紀 
20B00190        山城 義広 
20B00191        小川 雪郎 
20B00192        吉川 和宏 
20B00196        水橋 清 
20B00197        田島 好弘 
20B00200        沼尻 正晴 
20B00201        山﨑 和彦 
20B00205        楠本 聡 
20B00206        平山 将義 
20B00207        大里 哲夫 
20B00208        高橋 一智 
20B00209        中川 晴夫 
20B00210        和田 則明 
20B00211        木村 竜介 
20B00212        久持 康平 
20B00213        近江 正 
20B00214        関 健介 
20B00215        前田 郁生 
20B00216        田村 格良 
20B00217        加藤 友章 
20B00219        山本 洋一 
20B00220        田中 健太郎 
20B00221        新井 知行 
20B00222        若林 正人 
20B00223        飯田 俊一 
20B00224        会沢 慎一 
20B00225        穴澤 活郎 
20B00227        半谷 英樹 
20B00228        松浦 弘幸 
20B00229        市毛 晴夫 
20B00231        日野 雅晴 
20B00232        辻 昭夫 
20B00234        佐藤 俊文 
20B00235        大橋 弘史 
20B00237        高松 邦吉 
20B00238        濱本 真平 
20B00239        近藤 誠 
20B00240        角田 淳弥 
20B00241        古澤 孝之 
20B00242        土谷 邦彦 
20B00243        那珂 通裕 
20B00244        長尾 美春 
20B00245        山浦 高幸 
20B00246        井手 広史 
20B00247        辻 智之 
20B00248        宮澤 正孝 
20B00249        鈴木 隆 
20B00250        吉野 敏明 
20B00251        高田 昌二 
20B00252        清水 武彦 
20B00253        石橋 隆 
20B00254        長岡 真一 
20B00255        榊原 哲朗 
20B00256        清水 義雄 
20B00257        内田 孝行 
20B00258        須藤 俊幸 
20B00259        阿部 定好 
20B00260        根目沢 重紀 
20B00261        朝岡 直広 
20B00262        持田 貴顕 
20B00264        正木 信行 
20B00265        北辻 章浩 
20B00266        上野 隆 
20B00267        大塚 康介 
20B00270        富岡 義博 
20B00272        溝上 伸也 
20B00274        米本 和浩 
20B00277        中村 博文 
20B00278        黒﨑 英樹 
20B00279        冨樫 喜博 
20B00280        魚住 浩一 
20B00281        松下 紘三 
20B00282        山田 正 
20B00283        浅野 博之 
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20B00284        栗岩 安彦 
20B00286        松本 知行 
20B00288        石井 公也 
20B00289        富田 邦裕 
20B00292        田山 徹 
20B00293        大平 茂 
20B00294        梅原 隆 
20B00295        山田 隆 
20B00296        山下 清信 
20B00297        井関 淳 
20B00298        鈴木 惣十 
20B00299        橋本 周 
20B00300        野村 紀男 
20B00301        黒田 光 
20B00303        遠藤 慎也 
20B00304        工藤 保 
20B00305        天谷 政樹 
20B00306        甲斐 哲也 
20B00307        松田 規宏 
20B00308        斎藤 滋 
20B00309        仲野谷 孝充 
20B00310        河村 進 
20B00311        岡田 祐之 
20B00313        石塚 龍雄 
20B00314        高木 昌和 
20B00317        山本 誠二 
20B00318        大野 博之 
20B00319        松井 寛樹 
20B00320        木村 仁宣 
20B00321        岸本 克己 
20B00323        株本 裕史 
20B00324        岡本 久人 
20B00325        岩元 洋介 
20B00326        根本 工 
20B00327        永冨 英記 
20B00328        中村 暢彦 
20B00330        堀 直彦 
20B00332        後藤 実 
20B00333        横尾 健司 
20B00334        塚越 慶和 
20B00335        野田 貴史 
20B00336        西原 健司 
20B00338        飛田 徹 
20B00339        武田 満 
20B00341        木下 英昭 
20B00342        高真 新一 
20B00343        富安 邦彦 
20B00344        廣田 耕一 
20B00345        宍戸 宣仁 
20B00346        八木 理公 
20B00347        北島 靖己 
20B00348        森本 総一郎 
20B00349        宇田川 豊 
20B00350        小川 和彦 
20B00351        玉置 等史 
20B00353        松村 達郎 
20B20002AB      桜畠 広明 
20B20008AB      小林 英樹 
20B20014BD      月山 清 
20C00001        伊藤 浩史 
20C00004        和田 幸三 
20C00005        土田 昇 
20C00007        井上 浩 
20C00008        山田 基幸 
20C00011        浜木 友明 
20C00012        乃村 一郎 
20C00013        池上 和律 
20C00014        鶴 一隆 
20C00017        西尾 竜一 
20C00018        前田 二三男 
20C00019        江口 重文 
20C00020        尾上 彰 
20C00021        鈴木 隆之 
20C00022        森口 勇介 
20C00024        横井 新 
20C00025        岡本 幸治 
20C00026        開本 亮 
20C00027        荒木 智徳 
20C00028        松永 健一 
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20D00007        水口 裕介 
20D00008        室達 良成 
20D00009        廣瀬 圭二郎 
20D00011        末森 友英 
20D00013        安仲 聡 
20D00014        江藤 和敏 
20D00015        工藤 和彦 
20D00016        橋本 丈二 
20D00018        阿部 利明 
20D00020        枌 幸太郎 
20D00021        堤 正樹 
20D00023        大田 哲朗 
20D00024        上野 純 
20D00028        福田 博文 
20D00029        白尾 和也 
20D20001CD      久保 剛 
20E00001        南川 健彦 
20E00002        今井 誠 
20E00003        黒石 有毅 
20E00004        成田 幸広 
20E00005        北村 嘉英 
20E00009        鳥井 淳史 
20E00010        鶴尾 政弘 
20E00012        後藤 健博 
20E00013        藤村 智史 
20E00014        金井 貴夫 
20E00015        古田 定昭 
20E00016        玉越 武 
20E00018        今井 富康 
20E00019        後藤 正春 
20E00020        上島 敦 
20E00021        板本 秀一 
20E00022        石濱 直樹 
20E00023        山下 浩司 
20E00024        伊藤 由磨 
20E00025        渡邉 将人 
20E00026        池田 圭一 
20E00027        大山 正孝 
20E00028        松澤 幹浩 
20E00029        櫻庭 洋介 
20E00030        白井 一志 
20E00032        植木 雅治 
20E20001AB      磯部 武志 
20F00002        佐久間 均 
20F00003        石井 伸拡 
20F00006        本間 章浩 
20F00007        中津川 雅之 
20F00009        伊藤 信哉 
20F00010        小丸 修 
20F00011        牧平 淳智 
20F00012        上坂 昌生 
20F00013        生田目 聡 
20F00014        仁科 周一朗 
20F00015        田邊 恵三 
20F00016        佐山 洋 
20F00019        石川 芳雄 
20F00021        堀内 優祐 
20F00022        木村 聡 
20F00023        伊藤 幸司 
20F00026        佐藤 修一 
20F00027        佐藤 雄一 
20F00028        我妻 真 
20F00029        中尾 修一 
20F00030        青柳 憲治 
20F00031        高柳 英彰 
20F00032        吉田 拓司 
20F00033        増田 和直 
20F00034        覚野 辰哉 
20F00036        高橋 孝輔 
20F00037        荒岡 常次 
20F00038        木内 正広 
20F00039        牛島 賛 
20F00040        坂本 光夫 
20F00042        大内 勝秀 
20F00043        本田 一明 
20F00044        鈴木 栄二 
20F00045        水﨑 裕之 
20G00001        渡邊 昌幸 
20H00001        山﨑 誠 
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20H00002        瀧澤 昭彦 
20H00004        宮地 則男 
20H00005        関 晃太郎 
20H00007        野地 邦男 
20H00008        細野 智 
20H00009        佐藤 貴 
20H00012        上村 勝哉 
20H00013        星名 宏和 
20H00016        矢川 隆生 
20H00017        木村 俊成 
20J00001        大谷 司 
20J00003        末澤 克敏 
20J00004        山本 重忠 
20J00005        岡田 昌哉 
20J00006        大森 國督 
20J00007        北村 高一 
20J00009        川江 豊 
20J00010        弟子丸 剛英 
20K00001        谷浦 亘 
20K00002        近藤 義昭 
20K00003        清水 真寿夫 
20K00005        山本 直樹 
20K00007        黒田 充男 
20K00008        田村 真悠 
20K00009        北川 和英 
20K00010        大谷 裕保 
20K00012        河中 郁典 
20L00001        毛戸 充 
20L00003        須田 博文 
20M00001        吉岡 研一 
20M00002        四柳 端 
20M00003        安田 真 
20M00004        松宮 壽人 
20M00006        林 大和 
20M00007        萩原 剛 
20M00010        徳山 龍俊 
20M00011        泉 幹雄 
20M00012        大水 諭 
20M00013        麻生 雅美 
20M00014        黒木 政彦 
20M00016        白川 正広 
20M00018        白鳥 芳武 
20M00019        永嶋 國雄 
20M00021        神田 僚司 
20M00022        宮川 量 
20M00023        平野 隆久 
20M00024        永島 眞一 
20M00026        安井 勝広 
20M00027        梅原 敦夫 
20M00028        小向 康夫 
20M00030        中野 誠 
20M00031        松浦 秀文 
20M00033        左藤 大介 
20M00036        八木 貴広 
20M00040        白石 藤雄 
20M00041        佐伯 綾一 
20M00042        小島 良洋 
20M00043        保志 貴司 
20M00044        畑 孝也 
20M00046        青木 照美 
20M00047        遠藤 聖一 
20M00048        大音 明洋 
20M00050        島添 治義 
20M00051        笠井 重夫 
20M00056        伊藤 敦子 
20M00057        山路 和也 
20M00058        鳥海 啓治 
20M00060        白木 貴子 
20M00061        石井 雅人 
20M00062        鍋本 豊伸 
20M00063        鈴木 征治郎 
20M00064        佐久間 正剛 
20M00065        後藤 泰志 
20M00066        仙田 郁夫 
20M00069        高木 純一 
20M00070        本谷 朗 
20M00071        柳瀬 悟郎 
20M00073        廣瀬 行徳 
20M00075        斉藤 善章 
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20M00076        高橋 信哉 
20M00077        吉行 健 
20M00078        明石 雄平 
20M00079        金島 竜次 
20M00080        小野寺 徹 
20M00081        大川 雅弘 
20M00083        内山 智曜 

戻る  
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