
平成29年度支部役員 （2017年10月現在）

役職名 所　属　名 役職名 所　属　名
支 部 長 安田　進 ※ 東京電機大学 ﾘｰﾀﾞｰ幹事 後藤　聡 山梨大学
副支部長 坂上　敏彦 ※ (一社)関東地質調査業協会 (10名) 松島　亘志 筑波大学

東川　直正 ※ 国土交通省関東地方整備局 西村　友良 足利工業大学
北誥　昌樹 東京工業大学 若井　明彦 群馬大学
長尾　俊昌 ※ 大成建設（株） 早野　公敏 ※ 横浜国立大学

顧　問 石原　研而 中央大学 研究開発機構 若月　洋朗 千葉エンジニアリング（株）
太田　秀樹 中央大学 研究開発機構 川本　健 埼玉大学
國生　剛治 中央大学 渡邉　康司 (株)大林組
龍岡　文夫 ※ 東京理科大学 田中　剛 東京都市大学

支部監事 石井　武司 中央大学 研究開発機構 北誥　昌樹 東京工業大学

北本　幸義 ※ 鹿島建設（株） 幹  事 荒井　郁岳 (株)ジオデザイン
幹 事 長 峯岸　邦夫 日本大学 （57名） 槌谷　勝之 川崎地質（株）

副幹事長 石川　敬祐 東京電機大学 三上　武子 前田建設工業(株)
福原　誠 ※ 中央開発(株) 高田　英典 ※ (株)不動テトラ
竹村　次朗 東京工業大学 伊藤　友哉 日本大学
斎藤　広隆 東京農工大学 佐藤　芙美 東京都市大学
関　　崇夫 前橋工科大学 金井　勇介 ※ 東京電機大学
後藤　聡 山梨大学 金田　一広 (株)竹中工務店

石井　建樹 木更津工業高等専門学校 藤井　幸泰 (公財)深田地質研究所

鈴木　比呂子※ 千葉工業大学 平川　大貴 ※中央大学

荏本　孝久 神奈川大学 森鼻　章治 ※ (株)不動テトラ
杉山　太宏 ※ 東海大学 林　　勲平 ※ 西松建設（株）
神田　政幸 ※ (公財)鉄道総合技術研究所 川原井　裕子 清水建設（株）
金谷　守 (一財)電力中央研究所 永尾　浩一 佐藤工業（株）
田頭　秀和 (国研)農業・食品産業技術総合研究機構農村工学研究所 渡邉　諭 (公財)鉄道総合技術研究所

森川　嘉之 ※ (国研)海上・港湾・航空技術研究所 伴　　夏男 基礎地盤コンサルタンツ(株)
石橋　洋信 ※ 国土交通省関東地方整備局港湾空港部 松本　政文 (株)総合地盤研究所
清水　侯二 ※ 国土交通省関東地方整備局営繕部 喜内　敏夫 (一社)栃木県地質調査業協会
萩ノ谷　克範※ (独)都市再生機構 清木　隆文 宇都宮大学
弘中　知之 (独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構東京支社 岡田　英臣 宇都宮工業高等学校
富永　幸一 ※ 茨城県土木部 林　　健太郎 五洋建設㈱
江連　隆信 ※ 栃木県県土整備部 永野　通夫 (一社)栃木県建築士会

評 議 員 中島　聡 ※ 群馬県県土整備部 天谷　浩之 ※ 栃木県県土整備部
(54名) 垣下　禎裕 ※ 山梨県県土整備部 小山田　吉孝 地域計画(株)

野田　勝 千葉県県土整備部 櫛谷　富生 オムニ技研(株)
田中　慎一 ※ 東京都建設局 久保田　佳幸 佐田建設(株)
牧田　嘉人 東京都水道局 栗原　誠 プロファ設計(株)
佐々木　宏章※ 東京都下水道局 小林　武彦 都市開発設計(株)
原　　浩 東京都港湾局 蔡　　飛 群馬大学
松本　政文 (株)総合地盤研究所 関　　崇夫 前橋工科大学
関口　吉男 ※ ショーボンドマテリアル(株) 滝野　厚 群馬県高崎土木事務所
白井　和洋 ※ 東日本高速道路(株)関東支社 土倉　泰 前橋工科大学
並川　賢治 首都高速道路(株) 樋口　邦弘 (株)黒岩測量設計事務所
篠崎　友利 電源開発(株) 福田　文彦 (株)冨永調査事務所
小林　実央 ※ 東京ガス(株) 三田　淳 群馬県藤岡土木事務所
滝沢　聡 ※ 東日本旅客鉄道(株) 森　　友宏 前橋工科大学
大石　敬司 東京地下鉄(株) 吉田　輝彦 群馬県県土整備部
甲村　雄一 ※ (株)竹中工務店 澤下　勲 ※ 群馬県農政部
松田　隆 (株)大林組 吉屋　正樹　 (株)山梨地質
浦野　和彦 ※ (株)安藤・間 荒木　功平 山梨大学
佐藤　毅 (株)アサノ大成基礎エンジニアリング 神田　成人 ※ 千葉県県土整備部
千葉　達朗 アジア航測(株) 山田　忠利 中央開発(株)
安藤　欽一 中央開発(株) 山中　光一 日本大学
伴　　夏男 基礎地盤コンサルタンツ(株) 鈴木　比呂子 千葉工業大学
高田　徹 (株)設計室ソイル 久保　恵司 共和コンサルタント(株)
眞野　英之 清水建設(株) 阿部　博　 (株)地研コンサルタンツ
小椋　仁志 (一社)基礎構造研究会 甲斐　雅博 (株)ダイヤコンサルタント
笹倉　剛 鹿島建設(株) 桑野　二郎 埼玉大学
林　　健太郎 五洋建設(株) 斎藤　健志 埼玉大学
原田　健二 (株)不動テトラ 内村　太郎 ※ 埼玉大学
永野　通夫 (一社)栃木県建築士会 鴨井　裕司 神奈川県地質調査業協会
森田　邦昭 茨城県地質調査業協会 永埜　浩司 神奈川県県土整備局
喜内　敏夫 (一社)栃木県地質調査業協会 田中　洋輔 東亜建設工業(株)
若月　洋朗 関東地質調査業協会千葉県支部 小林　真貴子※ 大成建設(株)
多田　勝則 千葉県地質調査業協会 山口　恵美 関東学院大学

越智　勝行 埼玉県地質調査業協会 西　　喜士 ※川崎市港湾局

和田　陽一 神奈川県地質調査業協会
金道　繁紀 (一社)東京都地質調査業協会

　※H29年度新任
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