
卒業・修了生【建設・環境社会基盤　1~10期】 卒業・修了生【建設・環境社会基盤　11期~】 旧職員
建・環 期 研究室 氏　　名 所　　属 建・環 期 研究室 氏　　名 所　　属
建設 1 防災 三星　道広 建設 11 地盤 本村　祐二
建設 1 コンクリ 吉田　茂 建設 11 地盤 岡部　豊二
建設 2 都市交通 熊倉　清一 建設 11 環境 瀬戸　民枝
建設 2 道路 町田　佳則 建設 11 防災 高橋　正子 現職員
建設 2 構造 池田　邦彦 建設 11 地盤 関原　正三 氏　　名 期
建設 3 防災 本荘谷　勇一 建設 12 都市計画 小林　将志
建設 3 地盤 川端　康夫 建設 12 環境 姉崎　正幸
建設 4 道路 鈴木　和夫 建設 12 施工 中西　規祥 陸　旻皎 建設4
建設 4 地盤 市村　浩二 建設 12 地盤 玉村　公児 高橋　修 建設6
建設 4 環境 安藤　裕 建設 14 地盤 鈴木　亮彦 樋口　秀 建設10
建設 4 コンクリ 阿部　浩幸 建設 14 地盤 岩崎　孝夫 松川　寿也 環境2
建設 4 都市計画 吉田　芳郎 建設 16 防災 東　英則 高田　晋 建設20
建設 4 水工学 坂田　昇 建設 16 水工学 萩原　達司 坂田　健太 環境3
建設 5 都市計画 青木　秀幸 建設 17 地盤 齋藤　健一 山口　貴幸 建設22
建設 5 地盤 中山　裕司 建設 17 水工 坂本　充男
建設 5 環境 種市　尚仁 建設 17 都市計画 北村　武雄
建設 5 都市計画 菊池　康夫 建設 18 地盤 伊藤　寿晃
建設 5 水工学 山田　浩一 建設 22 地盤 安齋　勝 参加者数
建設 5 環境 浅野　英之 建設 24 水工学 柄沢　篤志 卒業・修了生 65
建設 5 コンクリ 吉田　武 建設 28 コンクリ 尾口　佳丈 旧職員 2
建設 5 道路 坂上　浩則 建設 29 道路 陶山　直人 現職員 9
建設 5 構造 白石　典之 建設 29 環境防災 廣瀨　康平 合計 76
建設 6 地盤 木村　嘉富 建設 33 地盤 裏山　昌平
建設 6 地盤 亀井　達司 建設 35 構造 山岸　義之
建設 9 地盤 森　益基 建設 36 環境防災 瓜谷　匠
建設 9 地盤 平澤　雅己 建設 37 地盤 池田　圭汰
建設 9 構造 五十嵐　信哉
建設 9 都市計画 疋田　喜彦 卒業・修了生【環境】※環境1期＝建設19期
建設 10 地盤 相田　和規 建・環 期 研究室 氏　　名 所　　属
建設 10 道路 可兒　雅幸 環境 4 水圏土壌 五十嵐　英明
建設 10 水工学 高津　治 環境 4 水圏土壌 福田　江津子 ※参加未定
建設 10 地盤 相田　和規 環境 7 廃棄物 尾浪　正晴
建設 10 コンクリ 大友　武臣 環境 13 水圏土壌 宮内　大樹

環境 14 水圏土壌 山下　拓也
環境 19 防災復興 佐藤　暁久

平成30年度　長生会交流会　参加者名簿 平成30年9月4日
日時：平成30年10月6日(土)　14:00~
会場：パイオランドホテル

氏　　名
丸山　久一
丸山　暉彦

大塚　悟
中出　文平


