
平成１７年度技術士第一次試験合格者名簿 

平成１７年１２月２６日
原子力・放射線部門 

受験番号        氏  名 

20A00002        成田 明日香 
20B00001        蒲生 秀穂 
20B00003        上松 敬 
20B00005        成田 浩人 
20B00008        根本 敬久 
20B00009        室田 健次 
20B00010        出口 清之 
20B00011        古内 博 
20B00013        細井 義夫 
20B00015        竹本 紀之 
20B00016        川崎 朋克 
20B00017        横須賀 美幸 
20B00020        網代 和広 
20B00021        花川 裕規 
20B00022        奥田 武 
20B00024        原田 正英 
20B00025        木内 伸幸 
20B00026        大内 靖弘 
20B00027        串田 輝雄 
20B00029        細谷 俊明 
20B00030        原田 克也 
20B00034        深谷 裕司 
20B00035        武藤 康志 
20B00038        新居 昌至 
20B00039        中崎 正人 
20B00042        山本 和喜 
20B00045        西藤 文博 
20B00046        佐藤 篤司 
20B00047        真辺 健太郎 
20B00048        石黒 裕大 
20B00050        藤井 克年 
20B00051        柴田 裕樹 
20B00052        阿波 靖晃 
20B00053        横山 須美 
20B00054        西 雅裕 
20B00055        宇田川 誠 
20B00056        梶本 与一 
20B00057        木村 康彦 
20B00058        田村 浩司 
20B00059        堀口 洋徳 
20B00061        小野澤 淳 
20B00062        大木 恵一 
20B00063        佐藤 一弘 
20B00064        中澤 正裕 
20B00065        磯部 喜治 
20B00066        若山 良典 
20B00067        芦田 敬 
20B00069        我謝 直也 
20B00070        前田 茂貴 
20B00071        大釜 和也 
20B00072        服部 和裕 
20B00073        小林 哲彦 
20B00074        細谷 梨沙 
20B00075        佐々木 聡 
20B00076        伊藤 和寛 
20B00077        高橋 直樹 
20B00078        菅谷 敏克 
20B00079        住野 公造 
20B00080        上形 知道 
20B00081        関野 純一 
20B00082        中野 政尚 
20B00083        茂木 政春 
20B00086        佐藤 隆彦 
20B00087        柳川 玄永 
20B00091        阿部 悟 
20B00092        川嵜 透 
20B00093        横谷 淳 
20B00096        洲 亘 
20B00097        荒井 久勝 
20B00101        青山 敬 
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20B00102        金野 朋博 
20B00103        藤平 俊夫 
20B00106        丹 大輔 
20B00107        片山 幸弘 
20B00108        嶋田 昭一郎 
20B00109        江嵜 巌 
20B00110        藤井 喜文 
20B00111        中野 浩 
20B00112        松波 圭一 
20B00114        三宅 俊介 
20B00115        武井 一浩 
20B00117        峯 雅夫 
20B00118        鈴木 啓嗣 
20B00119        村田 昭 
20B00121        宮島 拓也 
20B00122        佐藤 浩一 
20B00123        藤吉 尚之 
20B00124        姉川 尚史 
20B00127        大田 康雄 
20B00128        鈴木 義明 
20B00129        前原 正義 
20B00130        小口 靖弘 
20B00134        三森 光二郎 
20B00139        小林 宏光 
20B00140        家田 芳明 
20B00141        竹内 則彦 
20B00142        武内 幸生 
20B00144        黒澤 教充 
20B00145        安藤 浩二 
20B00146        山中 淳至 
20B00147        吉田 勝則 
20B00148        庄野 彰 
20B00150        正路 卓也 
20B00152        松島 秀介 
20B00153        石井 克典 
20B00154        今村 友 
20B00155        平野 裕之 
20B00157        小野 正博 
20B00159        半田 博之 
20B00160        藤原 宏伸 
20B00162        吉津 達郎 
20B00164        高橋 聡 
20B00165        森本 浩行 
20B00167        川畑 太吾 
20B00168        千葉 久住 
20B00169        齊藤 勇 
20B00170        嶋田 秀充 
20B00171        松尾 隆 
20B00172        石川 譲二 
20B00173        山口 勝義 
20B00174        永野 美里 
20B00175        谷口 和成 
20B00176        根岸 孝行 
20B20015AB      真鍋 章浩 
20C00002        後藤 豊一 
20C00003        神保 光一 
20C00004        鈴木 啓治 
20C00006        鈴木 伸英 
20C00007        藤原 洋一 
20C00008        暦本 雅史 
20C00009        加藤 優子 
20C00010        君和田 俊裕 
20C00011        大川 剛 
20C00012        櫻井 直人 
20C00013        福本 雅邦 
20C00014        塩見 俊也 
20C00015        上田 俊英 
20C00016        夏目 智弘 
20C00019        田畑 洋一 
20C00020        西脇 亨 
20C00022        浅見 光史 
20C00023        田川 明広 
20C00024        原口 龍将 
20C00025        大島 洋岳 
20C00026        田中 豊 
20C00027        杉原 拓治 
20C00028        岡前 一由 
20C00029        的場 一洋 
20C00030        谷口 洋 
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20C00031        加内 雅之 
20C00032        渡辺 久訓 
20C00038        坂井 洋登 
20C00039        布子 章 
20C00041        古田 光法 
20C00042        岩井 紘基 
20C00043        千草 剛 
20C00045        森 直人 
20C00047        松井 雅文 
20C00048        和田 隆太郎 
20C00049        市原 正嗣 
20C00050        橋本 憲吾 
20D00001        大西 宏行 
20D00002        熊谷 孝三 
20D00005        中山 賢治 
20D00007        牧野 純 
20D00008        木村 啓介 
20D00009        松石 智美 
20D00013        三重野 諭 
20D00014        山口 耕生 
20D20001AB      田村 和久 
20D20002AB      貞包 英昭 
20E00003        弥富 洋介 
20E00004        高尾 敦氏 
20E00005        齋藤 龍郎 
20E00007        原 英明 
20E00008        江本 元宣 
20E00009        山田 克巳 
20E00010        安本 靖 
20E00011        下谷 宏史 
20E00012        小出 正 
20E00013        花畑 満典 
20E00014        清水 智史 
20E00015        加藤 昌造 
20E00016        矢田 満 
20E00017        木村 佳央 
20E00018        二瓶 陽仁 
20F00001        遠藤 正美 
20F00005        鎌原 健志 
20F00006        菅原 勲 
20F00007        住谷 秀一 
20F00008        三谷 享 
20F00009        萩原 雅之 
20F00010        大石 卓司 
20G00002        森山 文基 
20H00001        中島 一男 
20H00003        小林 宏次 
20H00004        渡部 和之 
20H00005        村山 利男 
20J00002        永井 雅史 
20K00001        生田 美抄夫 
20K00003        西迫 貴章 
20K00004        五反田 龍宏 
20K00005        浦野 晋 
20L00001        大塚 康之 
20L00003        元木 弘人 
20M00002        津村 真吾 
20M00004        青木 繁明 
20M00005        吉岡 健太郎 
20M00007        工藤 竜太 
20M00008        山本 一生 
20M00009        中野 智仁 
20M00013        加藤 達也 
20M00014        西久保 勝 
20M00016        牟田 仁 
20M00017        加藤 守 
20M00018        田中 健一 
20M00019        瀬戸 直彦 
20M00020        谷 明洋 
20M00021        西村 章 
20M00023        戸室 裕行 
20M00024        オカモト 倫明 
20M00025        藤田 優子 
20M00026        木野 健一郎 
20M00027        覚張 和彦 
20M00029        丸山 学 
20M00031        清水 淳 
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