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令和3年12月23日 現在 (411名)

ＮＯ ブロック 出 身 自宅住所 氏 名 ふりがな 得 意 分 野

1 開発局 北海道帯広市 紅葉　克也 もみじ　かつや 河川・海岸
2 開発局 北海道札幌市 大塚 正登志 おおつか　まさとし 河川
3 開発局 北海道札幌市 鈴木　俊行 すずき　としゆき 河川
4 開発局 北海道札幌市 遠藤 友志郎 えんどう　ともしろう 河川･砂防・地すべり
5 開発局 北海道札幌市 関　　 新次 せき　しんじ 河川・海岸
6 開発局 北海道札幌市 桑原　 　誠 くわはら　まこと 河川
7 開発局 北海道札幌市 岡部　啓二 おかべ　けいじ 河川
8 開発局 北海道札幌市 藤田　成人 ふじた　なるひと 河川
9 開発局 北海道札幌市 山越　明博 やまこし　あきひろ 河川
10 北海道 北海道札幌市 中里　一郎 なかざと　いちろう 河川
11 北海道 北海道北広島市 森本　隆彦 もりもと　たかひこ 砂防・地すべり
12 北海道 北海道江別市 宇佐美 光宏 うさみ　みつひろ 河川
13 北海道 北海道札幌市 小野寺 純一 おのでら　じゅんいち 河川・道路・海岸
14 北海道 北海道札幌市 喜多　博志 きた　ひろし 河川・砂防・地すべり
15 東　北 宮城県大崎市 沼尾　康男 ぬまお　やすお 河川・砂防・地すべり・ダム・海岸
16 東　北 山形県酒田市 金内   　剛 かなうち　つよし 河川・地すべり・ダム
17 東　北 宮城県仙台市 大利　泰宏 おおり　やすひろ 河川・道路
18 東　北 宮城県仙台市 遠藤　眞一 えんどう　しんいち 河川・ダム・海岸
19 東　北 宮城県大崎市 佐々木 一夫 ささき　かずお 道路
20 東　北 宮城県富谷市 本田　保惠 ほんだ　やすしげ 河川
21 東　北 山形県山形市 佐藤　 　清 さとう　きよし 河川･砂防･地すべり･道路

22 東　北 山形県山形市 寺舘　和夫 てらだて　かずお 道路
23 東　北 山形県新庄市 山科　勝嗣 やましな　かつし 河川･砂防･地すべり･ダム・海岸
24 東　北 宮城県仙台市 槻山　敏昭 つきやま　としあき 河川
25 東　北 秋田県秋田市 戸嶋 　 守 としま　まもる 道路
26 東　北 宮城県仙台市 佐藤   　実 さとう　みのる 道路
27 東　北 宮城県仙台市 舟山　義広 ふなやま　よしひろ 道路
28 東　北 宮城県仙台市 大森　祐一 おおもり　ゆういち 道路
29 東　北 青森県板柳町 長内　伸夫 おさない　のぶお 河川・ダム
30 東　北 宮城県仙台市 木村　伸一 きむら　しんいち 河川
31 青森県 青森県五所川原市 長内　繁信 おさない　しげのぶ 河川・砂防
32 青森県 青森県青森市 今 　  勝徳 こん　かつのり 河川・砂防
33 青森県 青森県青森市 工藤　繁明 くどう　しげあき 河川・海岸・港湾
34 青森県 青森県弘前市 小田桐 勝則 おだぎり　かつのり 河川・砂防・道路
35 青森県 青森県弘前市 高田　弘雄 たかだ　ひろお 河川・砂防・道路
36 青森県 青森県弘前市 福士　祐治 ふくし　ゆうじ 河川
37 青森県 青森県弘前市 笹　 　洋一 ささ　よういち 河川・砂防
38 岩手県 岩手県雫石町 庄司 六十四 しょうじ　むつとし 砂防・地すべり
39 岩手県 岩手県奥州市 菊池　光雄 きくち　みつお 河川・砂防・地すべり
40 岩手県 岩手県紫波町 及川　和男 おいかわ　かずお 河川・砂防・地すべり・ダム・道路・海岸・橋梁
41 岩手県 岩手県北上市 津嶋　勇榮 つしま　ゆうえい 河川・砂防・地すべり・ダム・道路・海岸・橋梁
42 岩手県 岩手県盛岡市 野中　 　聡 のなか　さとし 河川・砂防・地すべり・海岸
43 岩手県 岩手県一関市 木村   　篤 きむら　あつし 砂防・地すべり・ダム・道路
44 岩手県 岩手県花巻市 佐々木 範喜 ささき　のりき 河川・砂防・地すべり・道路
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45 宮城県 宮城県仙台市 相澤　嘉知 あいざわ　よしとも 道路
46 宮城県 宮城県仙台市 石澤　秀春 いしざわ　ひではる 河川・海岸
47 宮城県 宮城県大崎市 伊藤 多寿次 いとう　たつじ 河川・道路・海岸
48 宮城県 宮城県大崎市 渡辺　和夫 わたなべ　かずお 道路
49 宮城県 宮城県仙台市 伊藤　茂喜 いとう　しげき 河川・道路
50 宮城県 宮城県仙台市 飯坂　利弘 いいざか　としひろ 河川・道路
51 宮城県 宮城県美里町 小嶋　志朗 おじま　しろう 河川・砂防
52 秋田県 秋田県秋田市　 浅利　清賢 あさり　きよかた 河川・砂防・ダム・海岸
53 秋田県 秋田県秋田市　 宇佐美 義光 うさみ　よしみつ 河川・砂防・地すべり
54 秋田県 秋田県秋田市　 小松　　 武 こまつ　たけし 河川・砂防・地すべり
55 秋田県 秋田県秋田市　 田口　秀男 たぐち　ひでお 河川・砂防・地すべり・海岸
56 山形県 山形県白鷹町 小松 喜巳男 こまつ　きみお 河川・砂防・地すべりなど
57 山形県 山形県山形市 吉田　郁夫 よしだ　いくお 河川・砂防・地すべりなど
58 山形県 山形県山形市 高橋　英信 たかはし　ひでのぶ 河川・ダム
59 山形県 山形県天童市 早川　 　均 はやかわ　ひとし 道路
60 福島県 福島県福島市 平井　良一 ひらい　りょういち 河川・砂防・道路・海岸
61 福島県 福島県福島市 渡辺　宏喜 わたなべ　ひろき 河川・砂防・地すべり・道路・海岸
62 福島県 福島県二本松市 大内　文男 おおうち　ふみお 河川
63 福島県 宮城県白石市 佐竹　 　勝 さたけ　まさる 河川
64 福島県 福島県会津若松市 芳賀　修二 はが　しゅうじ 河川・道路
65 福島県 福島県福島市 宮崎　典男 みやざき　のりお 河川・砂防・地すべり・ダム・海岸
66 福島県 福島県伊達市 浅野　俊和 あさの　としかず 河川・ダム
67 福島県 福島県いわき市 鈴木　文昭 すずき　ふみあき 河川・ダム
68 関　東 茨城県つくば市 後藤  凌志 ごとう　りょうし 河川
69 関　東 埼玉県さいたま市 齋藤     源 さいとう　げん 河川・地すべり・ダム
70 関　東 埼玉県さいたま市 下野     均 しもの　ひとし 河川・砂防・海岸
71 関　東 神奈川県藤沢市 村松  正明 むらまつ　まさあき 河川・砂防
72 関　東 栃木県栃木市 赤羽  忠志 あかはね　ただし 河川
73 関　東 栃木県下都賀郡野木町 戸谷  英雄 とや　ひでお 河川
74 関　東 埼玉県東松山市 宮田  信一 みやた　しんいち 河川・ダム
75 関　東 茨城県猿島郡五霞町 小林 　  豊 こばやし　ゆたか 河川
76 関　東 埼玉県狭山市 森山  英一 もりやま　えいいち 河川・ダム
77 関　東 栃木県足利市 白井  勝二 しらい　かつじ 河川
78 関　東 茨城県笠間市 田山  成一 たやま　せいいち 河川・海岸
79 関　東 埼玉県さいたま市 富田  和久 とみた　かずひさ 河川・海岸
80 関　東 埼玉県川口市 藤井  隆一 ふじい　りゅういち 河川
81 関　東 埼玉県上尾市 石島　　 威 いしじま　たけし 河川
82 関　東 埼玉県久喜市 竹内　清文 たけうち　きよふみ 河川
83 関　東 千葉県千葉市 鮫島 　  寛 さめしま　ひろし 道路
84 関　東 埼玉県上尾市 福吉  孝雄 ふくよし　たかお 道路
85 関　東 埼玉県春日部市 大日方 尚巳 おびなた　なおみ 道路
86 関　東 千葉県松戸市 田上  澄雄 たのうえ　すみお 河川･砂防・地すべり・道路･海岸
87 関　東 千葉県野田市 矢花　 　昇 やばな　のぼる 道路
88 関　東 埼玉県和光市 林　 　雅知 はやし　まさとも 河川
89 関　東 埼玉県比企郡滑川町 長野　拓朗 ながの　たくろう 河川
90 関　東 埼玉県久喜市 堤　　盛良 つつみ　もりよし 河川
91 関　東 東京都葛飾区 畠山　愼一 はたけやま　しんいち 河川・道路・海岸
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92 関　東 千葉県千葉市 戸倉　健司 とぐら　けんじ 道路
93 関　東 埼玉県草加市 上原　重賢 うえはら　しげよし 道路
94 関　東 埼玉県さいたま市 加邉　良徳 かべ　よしのり 河川・砂防・地すべり・ダム・道路・海岸
95 茨城県 茨城県東茨城郡城里町 安藤 　　強 あんどう　つとむ 河川・砂防
96 茨城県 茨城県常陸大宮市 海老根　隆 えびね　たかし 河川・砂防・地すべり
97 茨城県 千葉県銚子市 横田 喜一郎 よこた　きいちろう 河川・道路・海岸
98 栃木県 栃木県塩谷郡高根沢町 篠江　   惇 しのえ　つとむ 河川・砂防
99 栃木県 栃木県宇都宮市 河野  廣實 こうの　ひろみ 河川
100 栃木県 栃木県那須烏山市 増子　四郎 ましこ　しろう 河川・砂防・地すべり
101 栃木県 栃木県宇都宮市 大塚　光雄 おおつか　みつお 河川・砂防・地すべり
102 栃木県 栃木県那須塩原市 福田  一郎 ふくだ　いちろう 河川
103 栃木県 栃木県宇都宮市 久保　　 章 くぼ　あきら 河川
104 栃木県 栃木県真岡市 細島　通夫 ほそしま　みちお 河川
105 栃木県 栃木県真岡市 見目　正明 けんもく　まさあき 河川
106 栃木県 栃木県宇都宮市 齋藤 　　守 さいとう　まもる 河川
107 栃木県 栃木県日光市 狐塚　博司 こづか　ひろし 道路
108 栃木県 栃木県矢板市 小野﨑　忠 おのざき　ただし 河川・砂防・地すべり
109 栃木県 栃木県塩谷郡塩谷町 斎藤　治秀 さいとう　はるひで 河川・砂防・地すべり・ダム
110 栃木県 栃木県下野市 上野　昌利 うえの　まさとし 河川
111 栃木県 栃木県栃木市 森戸　英雄 もりと　ひでお 河川
112 栃木県 栃木県宇都宮市 橋本　正人 はしもと　まさと 河川・砂防・地すべり
113 栃木県 栃木県芳賀郡市貝町 菊池　   浩 きくち　ひろし 河川・ダム
114 栃木県 栃木県日光市 阿部　浩昭 あべ　ひろあき 河川
115 群馬県 群馬県桐生市 若田部　純一 わかたべ　じゅんいち 河川・砂防・地すべり・ダム・道路
116 群馬県 群馬県中之条町 平形　淳一 ひらかた　じゅんいち 河川・ダム
117 群馬県 群馬県前橋市 大竹　哲也 おおたけ　てつや 砂防・地すべり・ダム
118 群馬県 群馬県前橋市 大内　章義 おおうち　あきよし 砂防・地すべり
119 千葉県 千葉県長生郡白子町 大矢  忠一 おおや　ただかず 河川
120 千葉県 千葉県船橋市 松尾　弘道 まつお　ひろみち 河川・砂防・地すべり・海岸
121 千葉県 千葉県市川市 青木　髙臣 あおき　たかおみ 河川
122 千葉県 千葉県長生郡長柄町 鶴岡　春美 つるおか　はるみ 河川・砂防・地すべり・海岸
123 千葉県 千葉県茂原市 宝地　兼次 ほうち　かねつぎ 河川・砂防・地すべり・海岸
124 千葉県 千葉県市原市 小池　俊夫 こいけ　としお 河川
125 千葉県 千葉県四街道市 滝浪　善裕 たきなみ　よしひろ 河川
126 埼玉県 埼玉県熊谷市 篠塚　正行 しのづか　まさゆき 河川・砂防・地すべり
127 埼玉県 埼玉県久喜市 大野　康夫 おおの　やすお 河川・砂防・地すべり・ダム・道路
128 埼玉県 埼玉県川口市 山口　勝義 やまぐち　かつよし 河川
129 埼玉県 埼玉県鴻巣市 向田　　 稔 むかいだ　みのる 河川
130 東京都 東京都青梅市 根津　和近 ねづ　かずちか 河川・砂防・地すべり・道路
131 東京都 東京都荒川区 西本 　　誉 にしもと　たかし 河川・砂防・地すべり・道路・海岸
132 神奈川県 神奈川県厚木市 村上  隆博 むらかみ　たかひろ 河川・砂防・地すべり
133 神奈川県 神奈川県横浜市 網倉　 　孝 あみくら　たかし 河川・砂防・地すべり
134 神奈川県 神奈川県横浜市 小内　　 薫 おない　かおる 砂防・道路
135 山梨県 山梨県甲府市 古屋　良夫 ふるや　よしお 河川・砂防・地すべり
136 山梨県 山梨県甲府市 宮田  文夫 みやた　ふみお 道路
137 山梨県 山梨県甲斐市 武藤　敏正 むとう　としまさ 河川・砂防・地すべり
138 山梨県 山梨県南アルプス市 保坂　新一 ほさか　しんいち 河川・道路
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139 長野県 長野県東筑摩郡筑北村 桐澤 善三郎 きりさわ　ぜんざぶろう 河川・砂防・地すべり・道路
140 長野県 長野県上田市 増澤  孝徳 ますざわ　こうとく 河川・砂防・地すべり・道路
141 長野県 長野県長野市 青木　 　勉 あおき　つとむ 砂防・地すべり
142 北　陸 新潟県新潟市 皆本　重雄 みなもと　しげお 河川
143 北　陸 新潟県新潟市 目黒  信雄 めぐろ　のぶお 河川･ダム
144 北　陸 新潟県上越市 上原　信司 うえはら　しんじ 河川・砂防・地すべり
145 北　陸 富山県富山市 黒田　勇一 くろだ　ゆういち 河川･砂防・地すべり・ダム
146 北　陸 石川県金沢市 東川　 　敏 ひがしがわ　さとし 河川・砂防・地すべり・道路・海岸
147 北　陸 石川県金沢市 古川　正幸 ふるかわ　まさゆき 河川・砂防・地すべり・急傾斜地
148 北　陸 新潟県新潟市 鈴木　和弘 すずき　かずひろ 河川・砂防・地すべり・急傾斜地
149 北　陸 新潟県新潟市 田部　成幸 たなべ　なりゆき 河川・ダム・海岸
150 北　陸 新潟県三条市 柳  　 正市 やなぎ　しょういち 河川・砂防・地すべりなど
151 新潟県 新潟県上越市 平野  幸生 ひらの　ゆきお 河川･砂防・地すべり･海岸
152 新潟県 新潟県新潟市 星野 　　敏 ほしの　さとし 河川・道路
153 新潟県 新潟県上越市 歌川　　 実 うたがわ　みのる 河川・砂防・地すべり
154 新潟県 新潟県新発田市 渋谷　吉則 しぶや　よしのり 河川
155 新潟県 新潟県新潟市 渡邉　和敏 わたなべ　かずとし 河川
156 新潟県 新潟県新潟市 伊藤　   聡 いとう　さとし 河川・道路
157 新潟県 新潟県 新潟市 大野　   昇 おおの　のぼる 河川・道路
158 新潟県 新潟県上越市 本田　誠一 ほんだ　せいいち 河川
159 新潟県 新潟県 新潟市 山ノ内　久 やまのうち　ひさし 河川・道路
160 石川県 石川県野々市市 出村　菊雄 でむら　きくお 砂防・地すべり
161 石川県 石川県能美郡川北町 原田　吉和 はらだ　よしかず 河川・砂防・海岸
162 石川県 石川県金沢市 塩谷　健一 しおたに　けんいち 海岸
163 石川県 石川県小松市 松本　英好 まつもと　ひでよし 河川･砂防・地すべり･海岸
164 石川県 石川県小松市 中出　修悦 なかで　しゅうえつ 河川･砂防・地すべり
165 富山県 富山県富山市 石崎  信夫 いしざき　のぶお 砂防・地すべり
166 富山県 富山県南砺市 中村　信悟 なかむら　しんご 河川・海岸
167 富山県 富山県富山市 永田　嘉夫 ながた　よしお 河川・道路
168 富山県 富山県射水市 藤井　久一 ふじい　ひさかず 砂防・地すべり・道路
169 富山県 富山県富山市 福澤　伸之 ふくさわ　のぶゆき 道路・海岸・公園
170 中　部 愛知県名古屋市 原    一儀 はら　かずよし 河川・砂防・地すべり・ダム・道路・海岸
171 中　部 静岡県島田市 菊井  幹男 きくい　みきお 河川・ダム
172 中　部 愛知県名古屋市 川西  光照 かわにし　みつてる 道路
173 中　部 愛知県名古屋市 西川  友幸 にしかわ　ともゆき 河川･砂防・地すべり・ダム･道路･海岸
174 中　部 岐阜県関市 渡辺  光吉 わたなべ　こうきち 道路
175 中　部 愛知県名古屋市 高橋　洋一 たかはし　よういち 河川･砂防・地すべり・ダム･道路･海岸
176 中　部 愛知県名古屋市 安藤　元治 あんどう　もとはる 河川・ダム
177 中　部 三重県津市 小林　克治 こばやし　かつじ 河川・海岸
178 中　部 愛知県名古屋市 前田　和弘 まえだ　かずひろ 道路
179 中　部 三重県川越町 可児　 　裕 かに　ゆたか 河川
180 中　部 愛知県名古屋市 犬飼　一博 いぬかい　かずひろ 河川
181 中　部 岐阜県岐阜市 木村　秀治 きむら　しゅうじ 河川
182 中　部 愛知県安城市 澤頭　芳博 さわがしら　よしひろ 河川・ダム・その他
183 中　部 岐阜県岐阜市 筒井　保博 つつい　やすひろ 河川・海岸
184 岐阜県 岐阜県大垣市 岩田  信昭 いわた　のぶあき 河川･砂防・地すべり･道路
185 岐阜県 岐阜県中津川市 小川  　 泉 おがわ　いずみ 河川

関　東

北　陸

中　部
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186 静岡県 静岡県静岡市 神山　   康 かみやま　やすし 河川・道路・橋梁下部基礎工・トンネル
187 静岡県 静岡県浜松市 松本 比呂志 まつもと　ひろし 河川・砂防・地すべり
188 愛知県 愛知県春日井市 多田　哲也 ただ　てつや 河川・砂防・地すべり
189 愛知県 岐阜県多治見市 北原　一郎 きたはら　いちろう 河川・砂防・地すべり
190 愛知県 愛知県豊橋市 山本　直樹 やまもと　なおき 河川・砂防・地すべり
191 三重県 三重県津市 渡辺　高司 わたなべ　たかし 河川・道路
192 三重県 三重県松坂市 池山　隆久 いけやま　たかひさ 河川
193 三重県 三重県松坂市 柘植　武志 つげ　たけし 河川
194 三重県 三重県松阪市 中平  　 弘 なかひら　ひろむ 河川・道路・海岸
195 近　畿 大阪府堺市 西村　安裕 にしむら　やすひろ 河川・砂防
196 近　畿 京都府宇治市 西嶋　孝治 にしじま　こうじ 河川・砂防・地すべり・ダム
197 近　畿 京都府京都市 藤村　正純 ふじむら　まさずみ 河川・砂防・ダム
198 近　畿 大阪府枚方市 下野　公仁 しもの　きみひと 河川
199 近　畿 京都府向日市 山本　 　剛 やまもと　つよし 砂防･地すべり・道路
200 近　畿 京都府八幡市 小山下 英文 こやました　ひでふみ 河川
201 近　畿 兵庫県尼崎 松田　好生 まつだ　よしお 道路・橋梁
202 近　畿 大阪府大阪市 阿茂瀬    浩 あもせ　ひろし 道路
203 近　畿 大阪府大阪市 富永　安弘 とみなが　やすひろ 道路
204 近　畿 大阪府三島郡島本町 竜門　俊次 りゅうもん　しゅんじ 河川・砂防・地すべり
205 近　畿 兵庫県宍粟市 川上　卓也 かわかみ　たくや 道路
206 近　畿 大阪府大阪市 佐久間　維美 さくま　まさみ 河川
207 福井県 福井県福井市 免　　博彦 ゆるす　ひろひこ 河川・ダム・道路
208 福井県 福井県福井市 杉原　忠弘 すぎはら　ただひろ 砂防・地すべり
209 滋賀県 滋賀県甲賀市 田中　健晴 たなか　たけはる 河川・砂防
210 滋賀県 滋賀県大津市 中谷　惠剛 なかたに　けいごう 河川・ダム・道路・その他（上水道）
211 滋賀県 滋賀県大津市 橋本　重一 はしもと　しげかず 河川
212 滋賀県 滋賀県愛荘町 西川　美則 にしかわ　よしのり 河川・ダム
213 京都府 京都市京丹後市 東井　裕純 あずまい　ひろすみ 河川・海岸
214 京都府 滋賀県大津市 石田　清一 いしだ　きよかず 河川・砂防・地すべり・道路
215 京都府 京都府舞鶴市 大槻　喜久 おおつき　よしひさ 河川・砂防・地すべり
216 大阪府 奈良県大和高田市 中島　俊幸 なかしま　としゆき 河川
217 兵庫県 兵庫県加古郡播磨町 王子  　 収 おうじ　おさむ 河川・道路
218 兵庫県 兵庫県神戸市 初田  一三 はつた　かずみ 河川･砂防･道路
219 兵庫県 兵庫県三田市 今中　治夫 いまなか　はるお 河川・道路
220 兵庫県 兵庫県加古郡播磨町 中村　浩康 なかむら　ひろやす 河川・ダム・海岸
221 兵庫県 兵庫県加古川市 速水　 　繁 はやみ　しげる 河川・道路
222 奈良県 奈良県大和郡山市 谷口　房一 たにぐち　ふさかず 砂防・地すべり
223 奈良県 奈良県奈良市 村松　清三 むらまつ　せいぞう 河川・道路
224 奈良県 奈良県五條市 中垣　賀男 なかがき　よしお 河川・砂防・地すべり・道路
225 奈良県 奈良県橿原市 山田　晃也 やまだ　てるや 河川・砂防・地すべりなど
226 和歌山県 和歌山県和歌山市 北畑  路明 きたはた　みちあき 砂防・地すべり
227 和歌山県 和歌山県田辺市 安田　明弘 やすだ　あきひろ 河川・海岸
228 和歌山県 和歌山県有田郡有田川町 馬上　憲治 ばがみ　けんじ 河川・ダム
229 和歌山県 和歌山県有田市 伊藤   　毅 いとう　たけし 河川
230 和歌山県 和歌山県岩出市 廣野　智司 ひろの　さとし 河川・道路
231 中　国 広島県広島市 髙倉  寅喜 たかくら　とらき 河川・道路
232 中　国 鳥取県倉吉市 茅原　伸喜 かやはら　のぶよし 河川・ダム

近　畿

中　部

中　国
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233 中　国 広島県広島市 若槻  幹穂 わかつき　みきほ 道路
234 中　国 島根県出雲市 安立　耕一 あだち　こういち 道路
235 中　国 島根県雲南市 元山　 　勉 もとやま　つとむ 河川
236 中　国 岡山県玉野市 川上　隆三 かわかみ　りゅうぞう 道路
237 中　国 広島県広島市 岸本　芳雄 きしもと　よしお 河川
238 中　国 広島県広島市 錦織　 　豊 にしこおり　ゆたか 道路
239 中　国 広島県広島市 田辺　裕和 たなべ　ひろかず 河川・ダム
240 中　国 山口県山口市 松村　 　守 まつむら　まもる 河川・道路
241 中　国 山口県多布施町 横尾　和久 よこお　かずひさ 河川・砂防・地すべり
242 鳥取県 鳥取県湯梨浜町 水野   　彰 みずの　あきら 河川･砂防･ダム･道路
243 鳥取県 鳥取県南部町 仲田  和男 なかだ　かずお 河川
244 鳥取県 鳥取県米子市 斉木   　聖 さいき　しょう 河川･砂防･海岸
245 鳥取県 鳥取県倉吉市 山田　和成 やまだ　かずなり 河川・砂防・地すべり・道路・海岸
246 鳥取県 鳥取県鳥取市 赤川　　 定 あかがわ　さだむ 河川・砂防・地すべり・道路
247 島根県 島根県松江市 宮川　　 治 みやがわ　おさむ 河川・道路
248 島根県 島根県江津市 別所　満久 べっしょ　みつひさ 河川・砂防・地すべり
249 島根県 島根県松江市 滝本　孝志 たきもと　たかし 河川・ダム・海岸
250 島根県 島根県浜田市 齋藤　一文 さいとう　かずふみ 河川・砂防・地すべり・道路
251 島根県 島根県邑智郡川本町 平田　知昭 ひらた　ともあき 河川
252 岡山県 岡山県赤磐市 定森　幸久 さだもり　ゆきひさ 河川・砂防
253 岡山県 岡山県岡山市 菊井 　  一 きくい　はじめ 河川・砂防
254 岡山県 岡山県岡山市 廣澤　正次 ひろさわ　まさつぐ 河川・砂防・道路
255 岡山県 岡山県倉敷市 古埜　雅士 こやの　まさし 河川・道路
256 岡山県 岡山県岡山市 早瀬　　 稔 はやせ　みのる 河川・道路・トンネル
257 岡山県 岡山県岡山市 武市　孝夫 たけいち　たかお 河川・砂防・地すべり
258 岡山県 岡山県岡山市 川上　龍己 かわかみ　たつみ 河川
259 岡山県 岡山県岡山市 吉永　知弘 よしなが　ともひろ 河川・砂防・地すべり・道路
260 岡山県 岡山県津山市 坂藤　浩造 さかとう　こうぞう 河川
261 岡山県 岡山県岡山市 西本　 　靖 にしもと　やすし 河川
262 広島県 広島県広島市 余川　順三 よかわ　じゅんぞう 河川・道路
263 広島県 広島県東広島市 奥田　哲由 おくだ　てつよし 河川・道路
264 広島県 広島県広島市 松重　正則 まつしま　まさのり 河川・砂防・地すべり
265 広島県 広島県広島市 佐々木 和明 ささき　かずあき 河川・ダム
266 広島県 広島県広島市 川西　利治 かわにし　としはる 河川・砂防・道路
267 広島県 広島県広島市 宮本　寿夫 みやもと　ひさお 河川・砂防・道路
268 広島県 広島県広島市 石井　和夫 いしい　かずお 河川
269 山口県 山口県山口市 因幡　雄起 いなば　ゆうき 河川・砂防・地すべり・道路・海岸
270 山口県 山口県山口市 市河　利文 いちかわ　としふみ 河川・砂防・地すべり・道路
271 山口県 山口県山口市 坂元　久夫 さかもと　ひさお 河川・砂防・地すべり・道路
272 山口県 山口県宇部市 伊藤　信行 いとう　のぶゆき 河川・砂防・地すべり・道路
273 四　国 香川県高松市 長瀬　秀雄 ながせ　ひでお 道路
274 四　国 香川県木田郡三木町 小野　重充 おの　しげみつ 河川・砂防・ダム
275 四　国 愛媛県伊予郡砥部町 藤堂  卓英 とうどう　たかひで 道路
276 四　国 香川県高松市 川崎  末和 かわさき　すえかず 道路
277 四　国 香川県高松市 大谷　博信 おおたに　ひろのぶ 河川
278 四　国 香川県仲多度郡多度津町 山地　秀樹 やまじ　ひでき 河川･ダム
279 四　国 香川県高松市 川田　昭彦 かわだ　あきひこ 道路

中　国

四　国
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280 四　国 徳島県三好郡東みよし町 鈴木　 　清 すずき　きよし 道路
281 四　国 香川県高松市 冨野　泰三 とみの　たいぞう 道路
282 四　国 香川県高松市 柳瀬　晴朗 やなのせ　せいろう 道路
283 四　国 愛媛県松山市 岡崎　健二 おかざき　けんじ 河川
284 四　国 香川県さぬき市 梶　 　久夫 かじ　ひさお 道路
285 四　国 愛媛県宇和島市 清家　基哉 せいけ　もとや 道路
286 四　国 香川県高松市 高井　孝明 たかい　たかあき 河川・ダム
287 四　国 香川県観音寺市 藤川　昌幸 ふじかわ　まさゆき 河川・道路
288 四　国 香川県高松市 藤山 　　究 ふじやま　きわむ 河川・ダム・道路
289 四　国 香川県木田郡三木町 林　 　重延 はやし　しげのぶ 河川
290 四　国 徳島県徳島市 門田　隆志 かどた　たかし 道路
291 四　国 高知県高知市 宮脇 　　工 みやわき　たくみ 道路
292 四　国 高知県南国市 田島　基彦 たじま　もとひこ 道路
293 四　国 香川県高松市 山田　敬二 やまだ　けいじ 道路
294 徳島県 徳島県那賀郡那賀町 阿部　憲二 あべ　けんじ 河川・道路
295 徳島県 徳島県阿南市 森　　 英俊 もり　ひでとし 道路
296 徳島県 徳島県吉野川市 森兼 永一郎 もりかね　えいいちろう 河川・道路
297 徳島県 徳島県美馬市 長浦　茂康 ながうら　しげやす 砂防・地すべり・道路
298 徳島県 徳島県阿南市 湯浅　博幸 ゆあさ　ひろゆき 河川・砂防・地すべり・ダム
299 徳島県 徳島県美馬市 藤川　美嗣 ふじかわ　よしつぐ 河川・砂防・地すべり
300 徳島県 徳島県三好市 田中　明夫 たなか　あきお 砂防・地すべり・道路
301 徳島県 徳島県徳島市 大和　章人 やまと　あきひと 道路
302 徳島県 徳島県鳴門市 戸田　理人 とだ　みちひと 河川・ダム
303 徳島県 徳島県名西郡石井町 久保　義人 くぼ　よしと 道路
304 徳島県 徳島県名西郡石井町 酒井　彰彦 さかい　あきひこ 砂防・地すべり
305 徳島県 徳島県板野郡松茂町 折目　啓介 おりめ　けいすけ 道路
306 徳島県 徳島県徳島市 九十九　聡 つくも　さとし 河川・砂防・地すべり・ダム・海岸
307 香川県 香川県善通寺市 竹地 　  保 たけち　たもつ 河川・砂防・地すべり
308 香川県 香川県高松市 田村　寛司 たむら　かんじ 河川・ダム
309 香川県 香川県坂出市 尼子   　進 あまこ　すすむ 河川・道路
310 香川県 香川県高松市 阿部　孝雄 あべ　たかお 河川・砂防
311 愛媛県 愛媛県松山市 山田　康晴 やまだ　やすはる 砂防・地すべり・道路
312 愛媛県 愛媛県伊予市 栗原　明彦 くりはら　あきひこ 河川・海岸
313 愛媛県 愛媛県松山市 頼木　清隆 よりき　きよたか 河川・砂防・地すべり・ダム
314 愛媛県 愛媛県松山市 参川　好記 みかわ　よしき 河川
315 愛媛県 愛媛県松山市 杉本　   寧 すぎもと　やすし 河川・道路
316 愛媛県 愛媛県松山市 野間　俊男 のま　としお 河川・その他（都市計画・都市整備）
317 愛媛県 愛媛県今治市 馬越　陽一郎 うまこし　よういちろう 河川・砂防・地すべり・ダム・道路・海岸
318 高知県 高知県土佐市 野村　満雄 のむら　みつお 河川・道路・海岸
319 高知県 高知県高知市 本田　賢児 ほんだ　けんじ 河川・海岸・港湾・漁港
320 高知県 高知県南国市 高田　 　等 たかた　ひとし 河川・道路
321 高知県 高知県高知市 山内　 　健 やまうち　たけし 道路
322 九　州 熊本県熊本市 増田　暁範 ますだ　あきのり 河川・ダム
323 九　州 佐賀県鳥栖市 中島　一見 なかしま　かずみ 道路
324 九　州 福岡県朝倉郡筑前町 後藤　信孝 ごとう　のぶたか 河川･砂防･地すべり・ダム･道路･海岸
325 九　州 福岡県福岡市 下山　道秋 さがやま　みちあき 道路
326 九　州 福岡県糸島市 末吉　秀幸 すえよし　ひでゆき 道路・橋梁

九　州
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327 九　州 鹿児島県鹿屋市 永吉　修平 ながよし　しゅうへい 河川・砂防・地すべり・道路・海岸
328 九　州 福岡県古賀市 塩月　淳一 しおつき　じゅんいち 道路
329 九　州 福岡県小郡市 松本　親久 まつもと　ちかひさ 河川・ダム
330 九　州 福岡県小郡市 島本　卓三 しまもと　たくぞう 河川・砂防・地すべりなど・ダム
331 九　州 福岡県福岡市 山田　隆則 やまだ　たかのり 道路
332 九　州 福岡県春日市 秀徳　典穂 しゅうとく　のりお 河川・砂防・道路・海岸
333 九　州 福岡県八女市 杉山　光徳 すぎやま　みつのり 砂防・地すべりなど・ダム
334 九　州 福岡県小郡市 松本　和信 まつもと　かずのぶ 河川
335 九　州 福岡県福岡市 川内　   学 かわうち　まなぶ 道路
336 九　州 大分県豊後大野市 矢野　   寛 やの　ひろし 河川
337 九　州 福岡県福岡市 山口　   隆 やまぐち　たかし 道路
338 福岡県 福岡県筑後市 久良木 敏彦 きゅうらぎ　としひこ 道路
339 福岡県 福岡県筑後市 竹下　憲治 たけした　けんじ 河川・道路・海岸
340 福岡県 福岡県久留米市 永田　和彦 ながた　かずひこ 河川・地すべり・道路
341 福岡県 福岡県三潴郡大木町 廣松  　 誠 ひろまつ　まこと 河川・道路
342 福岡県 福岡県久留米市 堤　   晴夫 つつみ　はるお 河川・ダム
343 福岡県 福岡県福津市 岩田　義孝 いわた　よしたか 河川･砂防・地すべり
344 福岡県 福岡県行橋市 横枕　　 篤 よこまくら　　あつし 河川
345 福岡県 福岡県筑紫野市 大場　 　優 おおば　まさる 河川
346 福岡県 福岡県筑紫野市 重冨　末夫 しげとみ　すえお 河川・道路
347 福岡県 佐賀県三養基郡みやき町 小原木　光寿 こはらぎ　みつとし 河川・道路
348 佐賀県 佐賀県三養基郡みやき町 前山　利雄 まえやま　としお 河川
349 佐賀県 佐賀県佐賀市 西岡　武則 にしおか　たけのり 河川
350 佐賀県 佐賀県小城市 遠田　勝美 とうだ　かつみ 河川
351 佐賀県 佐賀県多久市 川原　 　明 かわはら　あきら 砂防・地すべり・道路
352 佐賀県 佐賀県鳥栖市 原　 　澄男 はら　すみお 河川・砂防・地すべり
353 佐賀県 佐賀県伊万里市 前田　常明 まえだ　つねあき 河川
354 佐賀県 佐賀県佐賀市 山田　 　智 やまだ　さとし 河川・砂防・地すべり
355 佐賀県 佐賀県伊万里市 畑山　義人 はたやま　よしと 河川・砂防・地すべり
356 佐賀県 佐賀県嬉野市 原　 　孝宏 はら　　たかひろ 河川・道路
357 長崎県 長崎県大村市 松本　一彦 まつもと　かずひこ 河川・砂防・ダム・海岸
358 長崎県 長崎県佐世保市 川下　茂樹 かわした　しげき 河川・砂防・地すべり
359 長崎県 長崎県長崎市 野田　正彦 のだ　まさひこ 河川・砂防
360 長崎県 長崎県佐世保市 滝川　公一 たきがわ　こういち 河川・砂防
361 長崎県 長崎県西彼杵郡時津町 福田　友久 ふくだ　ともひさ 河川・砂防・地すべり・海岸
362 長崎県 長崎県大村市 後田　健一 うしろだ　けんいち 河川・砂防・地すべり
363 長崎県 長崎県佐世保市 小池　 　肇 こいけ　はじめ 河川・砂防・地すべり・ダム
364 熊本県 熊本県熊本市 田口 　  覺 たぐち　さとる 河川・砂防・地すべり・道路
365 熊本県 熊本県菊池郡菊陽町 宇藤  信幸 うとう　のぶゆき 河川・砂防・地すべり・道路
366 熊本県 熊本県阿蘇郡高森町 山本  重信 やまもと　しげのぶ 道路･海岸
367 熊本県 熊本県八代市 山本 　  幸 やまもと　みゆき 河川･道路･海岸
368 熊本県 熊本県熊本市 山﨑　雅弘 やまさき　まさひろ 河川
369 熊本県 熊本県熊本市 野田　善治 のだ　よしはる 河川・砂防・地すべり
370 熊本県 熊本県熊本市 柳瀬　義博 やなせ　よしひろ 河川・砂防・地すべり・港湾
371 熊本県 熊本県熊本市 丸尾   　昭 まるお　あきら 河川･道路
372 熊本県 熊本県熊本市 渡辺　哲也 わたなべ　てつや 道路
373 熊本県 熊本県八代郡氷川町 西田   　守 にしだ　まもる 河川・砂防・地すべり・ダム・道路

九　州
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374 熊本県 熊本県菊池郡菊陽町 吉ケ嶋　雅純 よしがしま　まさずみ 河川・ダム
375 大分県 大分県中津市 安田　栄一 やすだ　えいいち 河川・砂防・地すべり・道路
376 大分県 大分県大分市 奈須  宏二 なす　こうじ 河川
377 大分県 大分県大分市 軸丸　恒宏 じくまる　つねひろ 河川・砂防・地すべり・道路
378 大分県 大分県別府市 森　　 繁文 もり　しげふみ 河川・砂防・地すべり・ダム
379 大分県 大分県大分市 中矢　武弘 なかや　たけひろ 河川・砂防・地すべり・道路
380 大分県 大分県佐伯市 宮崎　眞一 みやざき　しんいち 河川・道路
381 大分県 大分県別府市 村岡　 　馨 むらおか　かおる 河川
382 大分県 大分県由布市 山﨑　 　剛 やまさき　つよし 河川・砂防・地すべり
383 大分県 大分県大分市 亀井　敏和 かめい　としかず 河川・砂防・地すべり・道路
384 宮崎県 宮崎県宮崎市 飛松　國輝 とびまつ　くにてる 河川・砂防
385 宮崎県 宮崎県宮崎市 神髙　義文 かみたか　よしふみ 河川・砂防・地すべり・道路
386 宮崎県 宮崎県宮崎市 永野　 　広 ながの　ひろし 道路・海岸
387 宮崎県 宮崎県宮崎市 野中　和弘 のなか　かずひろ 河川・砂防・地すべり・ダム・道路・海岸
388 宮崎県 宮崎県宮崎市 阿佐　真一 あさ　しんいち 河川・道路
389 宮崎県 宮崎県宮崎市 岩切　立雄 いわきり　りつお 河川・ダム・道路
390 宮崎県 宮崎県宮崎市 新地　　 卓 しんち　たかし 河川・砂防・地すべり・道路
391 宮崎県 宮崎県宮崎市 金丸 　　悟 かなまる　さとる 河川・砂防・地すべり・道路
392 宮崎県 宮崎県宮崎市 矢野　 　透 やの　とおる 河川・砂防・地すべり・道路・海岸・港湾
393 宮崎県 宮崎県宮崎市 土屋　喜弘 つちや　よしひろ 河川・道路
394 宮崎県 宮崎県宮崎市 馴松　義昭 なれまつ　よしあき 河川・道路・海岸
395 鹿児島県 鹿児島県日置市 塩屋　慶和 しおや　よしかず 砂防・地すべり
396 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市 髙山　祥治 たかやま　しょうじ 河川
397 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市 種子島 時邦 たねがしま　ときくに 河川・砂防・地すべり・道路
398 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市 福元  純二 ふくもと　じゅんじ 砂防・地すべり
399 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市 上野     徹 うえの　とおる 河川･砂防･道路･海岸
400 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市 岩下   　健 いわした　けん 砂防・地すべり･道路
401 鹿児島県 鹿児島県日置市 宇都　博美 うと　ひろみ 河川
402 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市 岡積　   登 おかづみ　のぼる 河川・砂防・地すべり・ダム
403 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市 濵田　俊二 はまだ　しゅんじ 河川・砂防・地すべり
404 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市 山元　勝男 やまもと　かつお 河川・砂防・地すべり・海岸
405 鹿児島県 鹿児島県姶良市 若松　秀一 わかまつ　ひでかず 道路
406 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市 宮園　穣二 みやぞの　じょうじ 河川・道路
407 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市 樗木　秀人 おおてき　ひでと 道路
408 鹿児島県 鹿児島県姶良市 下鶴　幸二 しもづる　こうじ 河川・道路
409 沖　縄 沖縄県宜野湾市 比嘉　 　肇 ひが　はじめ ダム・道路
410 沖　縄 沖縄県那覇市 恩河　 　稔 おんが　みのる ダム・道路
411 沖縄県 沖縄県宜野湾市 長嶺　成福 ながみね　せいふく 河川・道路

沖　縄

九　州



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


