
公益社団法人　日本環境技術協会

環境大気常時監視技術者試験委員会

【主任技術者　１４１名】
現住所 現住所 現住所 現住所

（都道府県） （都道府県） （都道府県） （都道府県）

M-09002 中後 謙一郎 千葉県 M-09003 三瓶　達生 埼玉県 M-09004 上竹　昌史 北海道 M-09005 永瀬　圭二 神奈川県

M-09006 加賀 健一郎 神奈川県 M-09007 一柳　禎志 東京都 M-09008 大木　克己 東京都 M-09009 馬場　俊弘 埼玉県

M-09013 巴 　貞 行 兵庫県 M-09014 阿部　卓司 山口県 M-09020 賢持　省吾 埼玉県 M-09021 齋藤　賢一 神奈川県

M-09022 池澤　健 東京都 M-09023 金成　豊彦 福島県 M-09024 今村　広治 神奈川県 M-09025 竹内　稔 神奈川県

M-09026 清水　治 大阪府 M-09028 高橋　雄一 東京都 M-09029 山口　昌憲 東京都 M-09030 清水　良雄 千葉県

M-09031 赤嶺　恒志 愛知県 M-09032 泉　裕樹 大阪府 M-09033 大野木　義美 京都府 M-09034 坂井　雅彦 大阪府

M-09035 上村　嘉則 京都府 M-09036 横本　晃 広島県 M-09037 西村　庄司 大阪府 M-09038 三賀　由紀成 京都府

M-09039 河西　幸孝 東京都 M-09042 中祢　顕治 神奈川県 M-09043 山中　啓史 滋賀県

M-10001 薮下　敦史 千葉県 M-10002 馬場　弘修 石川県 M-10003 磯　博司 埼玉県 M-10004 渡辺　一憲 埼玉県

M-10006 石津　清志 山口県 M-10007 廣部　哲也 山口県 M-10008 山縣　哲孝 山口県 M-10009 香川　明文 京都府

M-10010 水野　裕介 京都府 M-10012 西井　容弘 奈良県 M-10013 有川　剛 兵庫県 M-10014 八木　新平 東京都

M-10016 遠藤　晃 北海道 M-10018 井関　夏樹 埼玉県 M-10019 朝山　直寛 東京都 M-10020 小野寺　啓 宮城県

M-11001 内山　輝将 東京都 M-11004 森元　一夫 大阪府 M-11005 加藤　雅博 北海道 M-11007 小形　実 千葉県

M-11008 椎名　信仁 千葉県 M-11009 伏田　敏志 大阪府 M-11011 押久保　剛芳 埼玉県 M-11012 乙丸　信行 群馬県

M-11013 菊池　誠 埼玉県 M-11014 今野　秀徳 東京都 M-11017 田中　克良 北海道 M-11018 前田　崇宏 千葉県

M-11020 中西　正顕 京都府 M-11021 小林　大伸 埼玉県 M-11023 永井　正人 兵庫県 M-11024 加藤　和彦 埼玉県

M-11026 住田　幸隆 愛知県

M-12001 菊本　豊一 兵庫県 M-12002 渡辺　幸治 神奈川県 M-12003 福井　俊生 奈良県 M-12004 相原　光行 千葉県

M-12005 森住　正 埼玉県 M-12006 藤川　誠 東京都 M-12007 藤堂　忠義 埼玉県 M-12008 八谷　憲和 東京都

M-12009 鈴木　健治 茨城県 M-12010 田中　芳明 静岡県 M-12011 眞鍋　吉弘 北海道 M-12012 秋元　康夫 神奈川県

M-13001 横畑　光男 岡山県 M-13002 森野　雅宏 石川県 M-13003 吉田　眞治 埼玉県 M-13005 武本　寛樹 兵庫県

M-13006 大西　博 奈良県 M-13007 宮川　雄介 大阪府 M-13008 佐々木　克也 岡山県 M-13009 森　信太郎 東京都

M-13010 山﨑　卓也 東京都 M-13012 小玉　治樹 埼玉県 M-13013 田淵　浩司 東京都

M-14001 中茂　義晶 愛知県 M-14002 萩原　仁 神奈川県 M-14003 山本　直樹 京都府 M-14004 古川　志伸 新潟県

M-14005 浜野　賢児 神奈川県

M-15001 沖野　洋 兵庫県 M-15002 阿部　玄紀 山形県 M-15003 吉岡　裕司 千葉県 M-15004 吉本　隆寿 兵庫県

M-15005 佐藤　裕史 千葉県 M-15006 原　貴之 福岡県 M-15007 原　英幸 神奈川県 M-15008 池杉　由寛 神奈川県

M-16001 荻原　明 神奈川県 M-16002 阪口　賢志 兵庫県 M-16003 井上　親茂 大阪府 M-16004 船井　祐介 大阪府

M-17001 原井　信明 大阪府 M-17002 皆川　興治 千葉県 M-17003 土屋　眞一 千葉県 M-17004 横畠　睦也 静岡県

M-17005 中嶋　智行 静岡県 M-17006 山田　竜 静岡県 M-1700７ 矢崎　哲也 東京都 M-17008 木原　潤一 愛知県

M-17009 石切山　渉 静岡県 M-17010 澤　充彦 広島県 M-17011 池田　隆之 兵庫県 M-17012 野中　精次 大阪府

M-18001 齋藤　大輔 静岡県 M-18002 濱野　康幸 神奈川県 M-18003 佐藤　和博 大阪府 M-18004 米谷　康弘 京都府

M-18005 西本　健 埼玉県 M-18006 村上　俊弘 兵庫県 M-1800７ 渡邉　圭一郎 京都府 M-18008 三宅　貴史 埼玉県

M-18009 田本　健二 兵庫県 M-18010 福濱　洸一 大阪府

M-19001 中村　浩進 兵庫県 M-19002 佐藤　龍晴 神奈川県

M-20001 湊　猛 神奈川県 M-20002 久保田　圭 大阪府 M-20003 八丸　雄一 広島県

M-21001 一角　良治 兵庫県 M-21002 松村　高志 兵庫県 M-21003 鵜沼　大祐 福島県 M-21004 大西　陽 石川県

M-21005 太田　昌利 宮城県 M-21006 福田　剛 神奈川県 M-21007 末延　淳 福岡県
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【専門技術者　８７名】
現住所 現住所 現住所 現住所

（都道府県） （都道府県） （都道府県） （都道府県）

S-09004 小沢　幸雄 神奈川県 S-09008 浦田　吉康 東京都 S-09010 成田　俊樹 東京都 S-09013 熊澤　亜紀 東京都

S-09019 畑橋　博文 大阪府 S-09028 石澤　直之 新潟県 S-09032 渡辺 日出夫 奈良県

S-10002 山城　祐一 千葉県 S-10003 浅田　健嗣 愛知県 S-10005 前田　浩一 熊本県 S-10006 末兼　寛 大阪府

S-10015 稲田　征子 東京都 S-10016 田仲　清 秋田県 S-10019 蒔田　建 静岡県 S-10020 石井　亨 広島県

S-11003 前藤　宣文 広島県 S-11004 斉藤　竜一 茨城県 S-11005 清水　一宏 茨城県 S-11006 飯塚　明紀 茨城県

S-11007 百﨑　邦行 長崎県 S-11010 兼田　亨 栃木県 S-11011 木田　和宏 奈良県 S-11014 山口　浩嗣 愛知県

S-11015 上田　平純 大阪府 S-11017 木下　慶一 東京都 S-11018 山口　敬弘 栃木県 S-11020 加藤　由文 大阪府

S-12002 鈴木　敦宣 神奈川県 S-12004 末延　淳 福岡県 S-12007 中川　周治 徳島県 S-12008 西谷　英晃 東京都

S-12009 水田　真美 大阪府 S-12012 池田　義弘 大阪府 S-12013 名嶋 　敦 大阪府 S-12015 辻内　康雄 神奈川県

S-13003 國方　昭二 香川県 S-13004 鈴木　実 千葉県 S-13006 鎌田　直久 静岡県 S-13007 小玉　克己 秋田県

S-13008 太田　昌利 宮城県 S-13010 佐々木　大輔 京都府 S-13013 大山　茂行 兵庫県 S-13014 飯島　敏行 埼玉県

S-13015 松原　修 福岡県

S-14001 大山　雅丈 神奈川県 S-14002 宮本　翼 静岡県 S-14004 向井　義和 岡山県 S-14005 畑　輝星 岡山県

S-14007 関根　綾香 埼玉県 S-14008 南山　賢誠 富山県 S-14009 齋藤　拓也 埼玉県 S-14012 福田　晃大 埼玉県

S-14015 白井　隆介 兵庫県 S-14016 長島　謙介 静岡県

S-15001 土居　実信 兵庫県 S-15004 川口　絵里佳 京都府

S-16002 廣田　和樹 千葉県 S-16003 増山　直人 埼玉県 S-16004 柳川　秀人 埼玉県 S-16005 向島　雅之 静岡県

S-1600６ 飯塚　治登 千葉県

S-17001 髙橋　篤史 栃木県 S-17003 越智　俊治 東京都 S-17004 福田　剛 神奈川県 S-17006 杉原　正人 神奈川県

S-17007 真辺　幸生 大阪府

S-18001 仲西　豊 大阪府 S-18002 兒嶋　啓祐 静岡県 S-18003 大西　陽 石川県 S-18004 松村　高志 兵庫県

S-18005 川野　人志 鹿児島県 S-18006 小林　大祐 東京都 S-18007 藤岡　和雄 高知県 S-18008 植村　拓弥 高知県

S-18009 原　宏海 山口県

S-19002 本間　勇希 新潟県 S-19003 下村　昇太 鹿児島県 S-19004 藤原　宏行 山口県 S-19005 梅津　真 宮城県

S-19006 坂元　恵介 徳島県 S-19007 山口　直哉 静岡県

S-2１001 川﨑　真也 大阪府 S-2１002 石田　智紀 埼玉県 S-2１003 林　卓弥 福島県 S-2１004 小林　暖 神奈川県

S-2１005 福島　健人 山口県 S-2１006 岡村　翔平 兵庫県
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【初級技術者　３２８名】
現住所 現住所 現住所 現住所

（都道府県） （都道府県） （都道府県） （都道府県）

B-09008 高橋　和人 神奈川県 B-09009 井上　久靖 神奈川県 B-09016 青木　昌宏 東京都 B-09027 石塚　勝美 埼玉県

B-09028 石橋　頼人 北海道 B-09039 高野　耕一 北海道 B-09040 森　悟史 栃木県 B-09046 清野　剛 茨城県

B-09049 山田　政則 栃木県 B-09050 佐 藤　大 東京都 B-09055 島村　誠 埼玉県 B-09061 山本　泰久 埼玉県

B-09065 真船　英敏 千葉県 B-09069 坂廼辺　伸次 愛知県 B-09072 田中 　勝 愛知県 B-09075 荒井　俊光 京都府

B-09077 上瀬　浩昭 広島県 B-09080 山本　憲史 京都府 B-09085 池辺　健司 大阪府 B-09088 高橋　啓一 大阪府

B-09089 大森　大悟 京都府 B-09093 城間　敬仁 京都府 B-09097 橋本　久志 大阪府 B-09100 田中　稔夫 滋賀県

B-09101 大石　正雄 大分県 B-09103 堀留　健太郎 石川県 B-09104 三木　克浩 兵庫県 B-09112 小池　洋一 大阪府

B-09113 中村　幸弘 滋賀県 B-09118 千葉　英治 広島県 B-09121 小川　敏明 滋賀県 B-09122 谷尾　佳孝 京都府

B-09124 杉野　千里 大阪府 B-09125 青木　勝二 兵庫県 B-09128 末芳　孝夫 兵庫県 B-09130 村中　公一郎 兵庫県

B-09145 瀬尾　健二 東京都 B-09148 松尾　英樹 長崎県 B-09152 入江　大輔 高知県 B-09158 村上　真三志 北海道

B-09159 福田　和宏 大阪府 B-09160 中山　雅順 和歌山県 B-09168 大前　季緒 兵庫県 B-09169 古舘 　忠 岩手県

B-09171 庄子　善明 宮城県 B-09174 中間　雄一郎 神奈川県 B-09177 吉田　元臣 東京都 B-09179 伊藤　泰弘 千葉県

B-09181 御舩　利昭 山形県 B-09182 富永　洋平 神奈川県

B-10001 蔵前　武志 大阪府 B-10003 齋藤　秀剛 神奈川県 B-10007 竹山　康 広島県 B-10008 山田　公一 茨城県

B-10010 中尾　竜太 長崎県 B-10011 岸　貞人 山形県 B-10019 蔵本　雄三 福岡県 B-10020 大場　巧 福岡県

B-10026 宮川　勝司 沖縄県 B-10029 吉新　弘行 千葉県 B-10031 佐藤　克己 東京都 B-10047 篠崎　輝雄 埼玉県

B-10048 佐々木　計太 愛知県 B-10049 大河　淳 愛知県 B-10054 前西　眞人 大阪府 B-10055 水田　裕司 京都府

B-10057 仲原　秀明 広島県 B-10063 粟田　忍 奈良県 B-10064 浦橋　三雄 埼玉県 B-10065 嶋田　稔 埼玉県

B-10067 松永　武久 東京都 B-10069 伊藤　拓弥 東京都 B-10071 中村　佳織 埼玉県 B-10082 角田　幹人 秋田県

B-10083 西田　哲也 秋田県 B-10085 古田　正彦 岐阜県 B-10086 酒井　教行 静岡県 B-10088 新實　秀人 愛知県

B-10089 酒井　武海 愛知県 B-10091 石田　みさき 福岡県 B-10096 岡田　昭彦 愛媛県 B-10098 三谷　健二郎 愛媛県

B-10102 櫻井　秀幸 栃木県

B-11002 且味　明 石川県 B-11003 塩野入　竜一 茨城県 B-11006 佐藤　裕一 神奈川県 B-11007 大島　一芳 神奈川県

B-11008 池上　友康 福岡県 B-11012 吉田　慎吾 東京都 B-11018 谷　寿雅子 京都府 B-11019 野矢　譲樹 大阪府

B-11022 菅　浩一郎 東京都 B-11023 渡邉　拓己 神奈川県 B-11024 羽田野　亮 愛知県 B-11025 細野　正晴 愛知県

B-11031 遠藤　敏文 北海道 B-11040 古波津　正 沖縄県 B-11043 森角　努 埼玉県 B-11044 武藤　裕史 埼玉県

B-12001 菊地　晋 新潟県 B-12002 平田　吉晴 新潟県 B-12003 角田　孝志 宮城県 B-12006 轟　憲輝 長野県

B-12007 飛澤　寛晃 岩手県 B-12008 東海　雅洋 愛知県 B-12011 林　裕之 石川県 B-12013 石川　誠 静岡県

B-12014 沢辺　幹和 愛知県 B-12015 鈴木　覚 愛知県 B-12016 岡本　直也 愛知県 B-12017 宮倉　純 鳥取県

B-12018 髙野　剛 鳥取県 B-12019 古畑　邦彦 東京都 B-12020 杵島　晃 千葉県 B-12021 安達　康信 千葉県

B-12022 中村　誠吾 千葉県 B-12024 鑓田　市郎 千葉県 B-12030 矢野　一晃 福岡県 B-12038 岩元　亮一 兵庫県

B-12039 坂野　雅彦 兵庫県 B-12041 大川　貴弘 神奈川県 B-12042 佐藤　幸一 神奈川県 B-12043 小正　崇徳 東京都

B-12044 岩瀬　公男 千葉県 B-12047 千葉　貴之 宮城県 B-12051 秋山　幸俊 埼玉県 B-12052 菅原　章 千葉県

B-12053 長谷川　順平 千葉県 B-12054 井口　卓行 千葉県 B-12055 大串　尚平 千葉県 B-12056 大槻　秀樹 千葉県

B-13001 水田　佳之 山口県 B-13003 久保　正志 福岡県 B-13004 岩本　清信 大分県 B-13005 押川　宗成 富山県

B-13007 新井　いづみ 神奈川県 B-13008 田中　正樹 鳥取県 B-13009 柴橋　隆哉 新潟県 B-13010 木村　大知 新潟県

B-13011 渡邊　渡 新潟県 B-13014 高見　力 兵庫県 B-13015 小原　喜裕 宮城県 B-13017 坂口　亮介 青森県

B-13018 佐藤　広道 神奈川県 B-13019 今井　昌子 兵庫県 B-13020 迫田　芳宏 兵庫県 B-13021 宇野　敏隆 東京都

B-13025 亀井　秀紀 千葉県

B-14001 岡本　達也 兵庫県 B-14003 武内　茂 東京都 B-14005 一村　尚史 兵庫県 B-14006 西尾　聡司 長野県

B-14007 川上　啓 静岡県 B-14010 渡辺　恭徳 山形県 B-14016 三上　和典 東京都 B-14017 二瓶　聡 宮城県

B-14019 金澤　健次 東京都 B-14027 栗澤　伸光 秋田県 B-14028 神前　東平 大阪府
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B-15001 野本　直輝 大分県 B-15004 望月　常司 静岡県 B-15012 後藤　正樹 大阪府 B-15013 寺脇　万希子 京都府

B-15014 田林　祐介 兵庫県 B-15019 長谷　茂希 東京都 B-15020 福田　啓一 神奈川県 B-15021 松本　康平 東京都

B-15027 狩山　浩徳 岡山県 B-15028 曽田　礼子 東京都 B-15029 橋本　隆寛 埼玉県 B-15030 斎藤　一崇 埼玉県

B-15031 村瀬　輝信 愛知県 B-15032 岩山　直樹 神奈川県 B-15033 五十嵐　優 静岡県 B-15034 山田　隆正 神奈川県

B-16001 鈴木　宏幸 神奈川県 B-16006 池田　伸幸 東京都 B-16007 吉田　航 東京都 B-16009 長日部　賢 神奈川県

B-16012 堀谷　茂男 静岡県 B-16013 山尾　和夫 福岡県 B-16021 宣原　秀昭 大阪府 B-16025 砂川　貴之 埼玉県

B-16026 塚田　竜行 愛知県 B-16028 太宰　茂樹 福岡県 B-16029 尾﨑　博紀 和歌山県 B-16031 佐藤　丈夫 山形県

B-16032 古田　太智 岐阜県 B-16033 中井　紀貴 愛知県 B-16034 澤野　裕大 山形県 B-16035 長谷部　毅 山梨県

B-17001 鶴岡　和穂 千葉県 B-17002 堀淵　翔太 岡山県 B-17003 佐藤　崇 山形県 B-17004 山田　正紀 愛知県

B-17005 小原　辰徳 埼玉県 B-17006 數　大輔 長崎県 B-17007 藤平　加奈子 兵庫県 B-17008 小林　優浩 茨城県

B-17009 柴田　諭 福岡県 B-17010 有泉　能意 神奈川県 B-17011 松倉　祐介 青森県 B-17012 瀬戸　諭 京都府

B-17013 坂田　昂弘 大阪府 B-17015 伊藤　惇也 埼玉県 B-17016 杉森　渉 埼玉県 B-17017 滝沢　康希 埼玉県

B-17019 星川　俊也 山形県 B-17020 庄司　透 山形県 B-17021 小林　亮太 静岡県 B-17022 鈴木　涼椰 静岡県

B-17023 山上　徹 香川県 B-17024 神木　秀之 茨城県 B-17025 香嶋　友博 京都府 B-17026 伊藤　満雄 長野県

B-17027 工藤　駿作 神奈川県 B-17028 井上　和輝 群馬県 B-17029 藤井　裕 東京都 B-17030 五味　大雅 京都府

B-17031 中村　大介 京都府 B-17032 松中　健 広島県 B-17033 泉　尚雄 滋賀県 B-17034 田中　良典 京都府

B-17035 久米　由夫 愛知県 B-17036 遠藤　利浩 長野県 B-17037 深瀬　智也 静岡県 B-17038 広瀬　健人 北海道

B-17039 富田　竜太 岡山県 B-17040 齋藤　真伍 福島県 B-17041 中島　孝裕 鹿児島県 B-17043 衣笠　寿洋 兵庫県

B-17044 余語　祐哉 静岡県 B-17045 平手　慎太朗 兵庫県

B-18002 二戸部　義勝 山形県 B-18003 田村　勇樹 神奈川県 B-18004 東方　秀成 愛知県 B-18005 姫　旭 埼玉県

B-18006 杉浦　桂介 千葉県 B-18007 高橋　靖宏 東京都 B-18008 山田　英樹 福井県 B-18009 山田　洋 愛知県

B-18010 大岡　義弘 愛知県 B-18011 中田　祐一 北海道 B-18012 池田　翔真 大阪府 B-18013 北島　誠 千葉県

B-18014 尾上　拓也 長崎県 B-18015 前谷　一志 岡山県 B-18016 小関　泰典 静岡県 B-18017 今　関人 神奈川県

B-18018 鈴木　裕貴 神奈川県 B-18019 富田　雅紀 愛知県 B-18020 齊藤　登 京都府 B-18021 柴原　大輝 京都府

B-18023 冨村　郷司 山口県 B-18024 班目　隆宏 東京都 B-18025 田上　雄大 静岡県 B-18026 白石　大将 茨城県

B-18027 鈴木　哲次 三重県

B-19001 樋笠　武士 岡山県 B-19002 山田　一智 富山県 B-19003 横山　真卓 宮城県 B-19004 毛利　勇樹 埼玉県

B-19005 寺澤　尚泰 埼玉県 B-19006 宇田川　貴史 東京都 B-19007 馬場　益男 富山県 B-19008 山中　猛司 兵庫県

B-19009 佐藤　優樹 静岡県 B-19011 岩田　秀樹 広島県 B-19012 榎　清志 千葉県 B-19013 金山　紗由美 大阪府

B-19014 川瀬　翔太 奈良県 B-19015 桐山　卓也 京都府 B-19016 楠　健太朗 京都府 B-19017 下山　直樹 東京都

B-19018 関尾　知嗣 京都府 B-19019 馬場　敦 愛知県 B-19020 福田　崇人 兵庫県 B-19021 松田　典友 京都府

B-19022 メリック　陽子 京都府 B-19023 八木　俊樹 群馬県 B-19024 石谷　航太 兵庫県 B-19025 池田　洸輝 静岡県

B-19026 瀬川　秀平 静岡県 B-19027 岩井　一弘 神奈川県 B-19028 髙橋　忠博 愛知県

B-20001 遠山　賢史 埼玉県 B-20002 吉井　浩貴 埼玉県 B-20003 新倉　啓伍 神奈川県 B-20004 西村　綾乃 神奈川県

B-20005 後藤　祥男 神奈川県 B-20006 加藤　信之 神奈川県 B-20007 高見　和志 大阪府 B-20008 川﨑　大貴 岡山県

B-20009 村田　忠雄 東京都 B-20010 鴫原　裕明 千葉県 B-20011 梅野　晋悟 千葉県 B-20012 福田　一 栃木県

B-20013 進士　拓人 静岡県 B-20014 平野　真広 北海道 B-20015 鈴木　裕士 静岡県

B-21001 横山　大介 京都府 B-21002 岸田　卓朗 大阪府 B-21003 荒木　慎吾 神奈川県 B-21004 佐竹　貴之 京都府

B-21005 山田　祐輔 愛知県 B-21006 村上　史子 愛知県 B-21007 赤間　祐児 埼玉県 B-21008 坂倉　智己 神奈川県

B-21009 田中　宏侑 神奈川県 B-21010 金谷　裕人 北海道 B-21011 長田　雄佑 東京都 B-21012 北畠　慎也 北海道

B-21013 星　真焚 埼玉県 B-21014 阿部　英明 千葉県 B-21015 𠮷田　利仁 福島県 B-21016 安孫子　恵 福島県


