
2023年 5月 12日 現在

※ 顧問

谷倉 泉 施工技術総合研究所 417-0801 富士市大渕3154 0545-35-0212

迫田 恵三 海洋建設材料研究所 424-0903 静岡市清水区馬越南町5-20 054-335-2626

伊代田 岳史 芝浦工業大学 135-8548 東京都江東区豊洲3丁目7-5 03-5859-8356

※ 正会員 ※ 入会年度順

No 氏　名 〒 所　在　地  所属先電話

1 那須 光一 438-0013 磐田市向笠竹之内273-1 0538-38-2121

2 新村 守弘 431-1304 浜松市北区細江町中川500 053-522-1847

3 笹野井 信広 425-0052 焼津市田尻2990-1 054-624-1617

4 榊原　勤 五光建設(株) 420-0839 静岡市葵区鷹匠3丁目8-9 054-251-1115

5 板倉　孝 (株)東日 410-0022 沼津市大岡2240-3 055-924-5530

6 石原 美千夫 岡本建築構造研究室 411-0856 三島市広小路町7-20TTﾋﾞﾙ202 055-972-0454

7 田村 峻幸 沼津市役所 沼津市

8 鈴木 健泰 静岡県 静岡県

9 仁科　憲 (株)富士和 422-8055 静岡市駿河区寿町12-43 054-287-7070

10 諏訪部 政誉 (株)建友 410-0003 沼津市新沢田町24-27 055-922-2601

11 金田　学 中村建設(株) 430-0904 浜松市中区中沢町71-23 053-471-3223

12 三間 洋幸 中村建設(株) 430-0904 浜松市中区中沢町71-23 053-471-3223

13 關　尚彦 中村建設(株) 430-0904 浜松市中区中沢町71-23 053-471-3223

14 山本 悦司 (株)フィールド・サービス 435-0002 浜松市東区白鳥町975-1 053-421-0603

15 新井 秀恭 (株)中村組 430-0906 浜松市中区住吉5丁目22-1 053-412-1122

16 小杉 雅隆 (有)マサミ工業 431-2103 浜松市浜北区新都田1-4-10-10 053-401-0991

17 淺井 孝介 石川建設(株) 438-0071 磐田市今之浦5丁目1-1 0538-36-0021

18 天野 智雄 (株)シスイ 424-0842 静岡市清水区春日2-2-34 054-376-6160

19 近藤 美佐夫 平井工業(株) 420-0845 静岡市葵区太田町33番地 054-209-2529

20 吉田 清三 サンエス設計 422-8021 静岡市駿河区小鹿1丁目8-11 054-293-7020

21 秋定 英寿 (株)鈴木土建 421-0534 牧之原市堀野新田161 0548-58-0104

22 金子 盛康 須山建設(株) 432-8562 浜松市中区布橋2丁目6-1 053-471-3161

23 杉山 太朗 須山建設(株) 432-8562 浜松市中区布橋2丁目6-1 053-471-3161

24 渡仲 守之助 (株)オークライズ 421-0215 焼津市西島342-28 054-622-9390

25 秋山 暉 大鐘測量設計(株) 427-0042 島田市中央町31-10 0547-36-0706

26 松井 譲 須山建設(株) 432-8562 浜松市中区布橋2丁目6-1 053-471-3161

27 望月 元一 静和工業(株) 422-8066 静岡市駿河区泉町3-15 054-285-7141

28 中川 雄介 (有)浜松砂利 431-3113 浜松市東区大瀬町950 053-433-0831

29 飯沼 広行 飯沼建築所 422-8067 静岡市駿河区南町4-35オリエント203 054-654-9155

30 鈴木 治

31 武中 英雄 大鐘測量設計(株) 427-0042 島田市中央町31-10 0547-36-0706

32 冨士見 飛鳥 (株)中村組 430-0906 浜松市中区住吉5丁目22-1 053-412-1122

33 杉山 敏康 臼幸産業(株) 410-1304 駿東郡小山町藤曲109-1 0550-76-1200

34 山崎 剛 静岡県 静岡県

35 熊谷 真孝 中村建設(株) 430-0904 浜松市中区中沢町71-23 053-471-3223

36 澤木 孝之 静岡県コンクリート技術センター 435-0017 浜松市東区薬師町345 053-422-1500

37 坪井 章 424-0064 静岡市清水区長崎新田123 054-345-2155

38 久田 康一郎 福美建設(株) 422-8045 静岡市駿河区西島341-1 054-201-9622

39 戸塚 博文 静岡県交通基盤部 静岡県

40 中野 泰介 (株)中村組 430-0906 浜松市中区住吉5丁目22-1 053-412-1122

41 大石 竜督 中村建設(株) 430-0904 浜松市中区中沢町71-23 053-471-3223

42 橋本 和記 (株)橋本組 425-0027 焼津市栄町5丁目9-3 054-627-3276

43 清水 徹 鈴与建設(株) 424-0825 清水区松原町5-17 054-354-3401

44 守屋 賢一 鈴与建設(株) 424-0825 清水区松原町5-17 054-354-3401

45 伏見 尚記 駿河技建(株) 424-0112 静岡市清水区伊佐布809-1 054-343-0303

46 松原　良 浜松市役所 浜松市

47 原　健二 ドーピー建設工業(株) 436-0224 掛川市富部237 0537-22-7174

48 結城 和洋 420-0066 静岡市葵区本通西町15-6 054-270-8522

49 山下 一樹 430-0801 浜松市東区神立町461-1 053-443-8171

50 内田 翔 (株)内田建設 437-0061 袋井市久能2350-2 0538-43-2855

(株)シーエス技研

会員名簿

所属団体名

(株)堀内土木向陽生コン

太洋コンクリート工業(株)

(株)橋本組　生コン工場

TEL.053-412-1127　 FAX.053-412-1134   http://www/scd.gr.jp/

事務局 : 〒430-0906 浜松市中区住吉5-22-1(株式会社 中村組内）

静岡コンクリート診断士会

(株)建設コンサルタントセンター

(株)テクノスジャパン



※ 正会員 ※ 入会年度順

No 氏　名 〒 所　在　地  所属先電話

51 新井 孝 (株)中村組 430-0906 浜松市中区住吉5丁目22-1 053-412-1111

52 鈴木 貴博 須山建設(株) 432-8562 浜松市中区布橋2丁目6-1 053-471-3162

53 渡邊 浩一 (株)ピア東海 420-0871 静岡市葵区昭府1丁目15-8 054-271-4645

54 内藤 静男 大鐘測量設計(株) 427-0042 島田市中央町31-10 0547-36-0706

55 小長谷 章 静岡県 静岡県

56 鈴木 祥哲 技術士事務所YMKS(同) 436-0117 掛川市幡鎌90-1

57 田中 夏樹 静岡市役所 静岡市

58 上原 央 (株)テクノスジャパン 420-0066 静岡市葵区本通西町15-6 054-270-8522

59 竹下 道男 (株)ツルタコンサルタント 420-0813 静岡市葵区長沼524-1 054-261-1555

60 青山 立 浜松市役所 浜松市

61 赤池 俊行 (株)アースシフト 421-1213 静岡市葵区山崎2丁目14-7 054-278-8309

62 漆山 隆司 東海建設(株) 413-0511 賀茂郡河津町峰222 0558-34-1151

63 青野　充 (株)アクシス 432-8002 浜松市中区富塚町2156-47 053-525-7172

64 犬塚 吉宣 須山建設(株) 432-8562 浜松市中区布橋2丁目6-1 053-471-3162

65 尾関 利文 (株)尾関商店 424-0806 静岡市清水区辻3丁目3-4 054-366-1369

66 三浦 亜矢子 駿河技建(株) 424-0112 静岡市清水区伊佐布809-1 054-343-0303

67 安仲 佑介 不二総合コンサルタント(株) 421-0112 静岡市駿河区東新田3丁目-2-1 054-257-7501

68 富永 雅夫 (株)トーエネック 420-0029 静岡市葵区研屋町51 054-273-4350

69 乗松 光昭

70 岩本 真人 静和工業(株) 427-0042 島田市中央町31-10 0547-36-0706

71 志村 卓哉 (株)白鳥建設 421-2301 静岡市葵区梅ヶ島692-1 054-269-2321

72 鈴木 克巳

73 鈴木 裕幸 (株)中村組 430-0906 浜松市中区住吉5丁目22-1 053-412-1111

74 森下 恭浩

75 金子 豊明 (株)シーエス技研 430-0801 浜松市東区神立町461-1 053-443-8171

76 杉本 哲也 (有)藤枝生コン 426-0083 藤枝市谷稲葉145−1 054-641-3813

77 青野 真 (株)鈴木組 432-8047 浜松市中区神田町1522 053-442-2111

78 石原 英雄 山平建設(株) 430-0929 浜松市中区中央2丁目8-16 053-454-6381

79 大川内 利文 駿河工業(株) 422-8044 静岡市駿河区西脇661-1 054-282-0202

80 下塩入 純也 (株)中村組 430-0906 浜松市中区住吉5丁目22-1 053-412-1111

81 平野 友也 須山建設(株) 432-8562 浜松市中区布橋2丁目6-1 053-471-3162

82 村松 高明 大石建設(株) 421-0305 榛原郡吉田町大幡2130 0548-32-0415

83 熊谷 隆 (株)中村組 430-0906 浜松市中区住吉5丁目22-1 053-412-1111

84 杉山 邦雄 不二総合コンサルタント(株) 436-0027 掛川市久保1丁目2-3 0537-62-2111

85 梶原 勉 駿河技建(株) 424-0112 静岡市清水区伊佐布809-1 054-343-0303

86 淺井 恒志 (株)K-One 427-0036 島田市三ツ合町1253-1 0547-39-5157

87 宮澤 睦 東宏生コンクリート工業(株) 411-0905 駿東郡清水町長沢1138 055-975-6741

88 大江 一史 421-0402 牧之原市勝間515-1 0548-28-0711

89 竹川 清彦 静岡県 静岡県

90 宮上 圭太郎 鈴与建設(株) 424-0825 清水区松原町5-17 054-354-3401

91 小林 直登 (株)稲葉商店 411-0932 駿東郡長泉町南一色23-1 055-999-0178

92 岩堀 文昭 (株)シーエス技研 430-0801 浜松市東区神立町461-1 053-443-8171

93 大鋸 伸広 (株)シーエス技研 430-0801 浜松市東区神立町461-1 053-443-8171

※ 賛助会員 ※ 入会年度順

No 賛助法人名 　〒 所　在　地  所属先電話

1

2 塚本 好明 427-0042 島田市中央町31-10 0547-36-0706

3 静和工業(株) 望月 元一 422-8066 静岡市駿河区泉町3-15 054-285-7141

4 (株)シビルサポート 大宮 武士 421-0113 静岡市駿河区下河原3丁目8-6 054-260-9501

5 須山建設(株) 松井 譲 432-8562 浜松市中区布橋2丁目6-1 053-471-3161

6 (株)中村組 新井 孝 430-0906 浜松市中区住吉5丁目22-1 053-412-1122

7 五光建設(株) 榊原 勤 420-0839 静岡市葵区鷹匠3丁目8-9 054-251-1115

8 中村建設(株) 金田 学 430-0904 浜松市中区中沢町71-23 053-471-3223

9 (株)特種東海フォレスト 下田 晴久 428-0013 島田市金谷東1丁目753-1 0547-46-1551

10 ポゾリスソリューションズ(株) 金井 圭太 253-0071 神奈川県茅ヶ崎市萩園2722 0467-84-9640

0545-35-0212
(一社)日本建設機械施工協会
施工技術総合研究所

谷倉 松本 渡邉
設楽 柴藤 三浦

417-0801

ダイサン生コンクリート工業(株)

大鐘測量設計(株)

所属団体名

富士市大渕3154　



※ 賛助会員 ※ 入会年度順

No 賛助法人名 　〒 所　在　地  所属先電話

11 (株)フタバコーケン 稲葉 邦彦 424-0943 静岡市清水区港町1丁目6-4 054-352-1116

12 平井工業(株) 近藤 美佐夫 420-0845 静岡市葵区太田町33番地 054-209-2529

13 氣賀澤 氣賀澤 之博 426-0063 藤枝市青南町3-19-17 090-8071-4255

14 宇部興産建材(株) 安藤 大樹 461-0005 名古屋市東区東桜1丁目1-10 052-961-1375

15 牧野 能男 422-8045 静岡市駿河区西島341-1 054-201-9622

16 原 健二 436-0224 掛川市富部237 0537-22-7174

17 山下 一樹 430-0801 浜松市東区神立町461-1 053-443-8171

18 村上 悟史 421-1213 静岡市葵区山崎2丁目14-7 054-278-8309

19 清水 徹 424-0825 清水区松原町5-17 054-354-3401

20 中野 和広 420-0804 静岡市葵区竜南2丁目3-30 054-249-3535

21 杉山 敏康 410-1304 駿東郡小山町藤曲109-1 0550-76-1200

22 (有)長岡生コン 宮本 充也 410-2211 伊豆の国市長岡1407-34 055-947-0049

23 (株)鈴木組 青野 真 432-8047 浜松市中区神田町1522 053-442-2111

24 山平建設(株) 石原 英雄 430-0929 浜松市中区中央2丁目8-16 053-454-6381

25 松本 雄司 435-0054 浜松市中区早出町1134 053-466-2100

26 天野 智雄 424-0842 静岡市清水区春日2-2-34 054-376-6160

27 平井 修司 465-0021 名古屋市名東区猪子石2丁目710番地 052-771-5161

※ 役 員

会長 天野 智雄 幹事 榊原 勤

副会長 金子 盛康 幹事 橋本 和記

副会長 清水 徹 幹事 結城 和洋

監事 金田 学 幹事 新井 孝

幹事 戸塚 博文

(株)大場上下水道設計

(一財)東海技術センター

(株)シスイ

(株)ジーベック

臼幸産業(株)

福美建設(株)

(株)シーエス技研

(株)アースシフト

鈴与建設(株)

ドーピー建設工業(株)


