
所属会 修習期 氏名 登録番号 事務所

函館 森越 清彦 14624 森越法律事務所 

函館 堀田 剛史  31430 堀田法律事務所 

旭川 48 富川　泰志 24623 富川法律事務所

旭川 56 足立　敬太 30690 富良野・凜と法律事務所

釧路（釧路･根室） 54 梅地 理 28498 梅地理法律事務所 

釧路（釧路･根室） 56 荒井 剛 31069 荒井・久保田総合法律事務所

釧路（釧路･根室） 58 小西 憲臣 32687 小西法律事務所 

釧路（十勝） 54 阪口 剛 28497 阪口法律事務所 

釧路（十勝） 57 村山 敬樹 31627 むらやま法律事務所 

釧路（北見・網走） 32 永井 哲男 16945 永井法律事務所 

釧路（北見・網走） 51 川瀬 敏朗 26704 弁護士法人オホーツク北斗

青森県 39 赤津　重光 20190 赤津重光法律事務所

青森県 46 沼田　徹 23421 沼田法律事務所

秋田 50 加藤　謙 25967 加藤法律事務所

秋田 52 竹田　勝美 27319 たんぽぽ中央法律事務所

岩手 54 小笠原　基也 28703 もりおか法律事務所

岩手 56 吉江　暢洋 30776 川上・吉江法律事務所

山形県 29 安部　 敏 15863 安部法律事務所

山形県 31 三浦　 元 16462 三浦元法律事務所

山形県 31 柿崎喜世樹 16463 柿崎喜世樹法律特許事務所

山形県 33 外塚　 功 17705 外塚功法律事務所

山形県 35 倉岡 憲雄 18625 倉岡法律事務所

山形県 36 山上　 朗 18946 弁護士山上朗法律事務所

山形県 37 細谷 伸夫 19395 細谷法律事務所

山形県 37 大江 修司 19396 大江法律事務所

山形県 37 植田　 裕 19496 植田法律事務所

山形県 38 武田 正男 19593 弁護士法人武田法律事務所

山形県 40 遠藤 凉一 20512 遠藤法律事務所

山形県 40 五十嵐 幸弘 20513 五十嵐法律事務所

山形県 41 半田　 稔 20974 半田稔法律事務所

山形県 34 諸橋 哲郎 21326 諸橋法律事務所

山形県 42 村山　 永 21680 村山永法律事務所
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山形県 34 池田 德博 21831 池田法律税務事務所

山形県 44 高橋 　健 22416 高橋健法律事務所

山形県 45 伊藤 三之 23061 伊藤三之法律事務所

山形県 47 峯田 典明 23937 峯田典明 法律事務所

山形県 47 安孫子 英彦 24035 安孫子総合法律事務所

山形県 48 安孫子 俊彦 24781 安孫子総合法律事務所

山形県 49 山川　 孝 25481 山川孝法律事務所

福島県 21 安斎　利昭 11284 安斎法律事務所

福島県 32 齊藤　正俊 17217 弁護士法人けやき法律事務所

福島県 32 宮本　多可夫 17218 宮本法律事務所

福島県 35 荒木　貢 18618 あぶくま法律事務所

福島県 36 平松　敏郎 18772 平松敏郎法律事務所

福島県 38 渡辺　正之 19835 渡辺正之法律事務所

福島県 42 笠間　善裕 21702 笠間法律事務所

福島県 46 髙野　正幸 23628 髙野正幸法律事務所

福島県 46 小池　達哉 23696 会津鶴城法律事務所

福島県 48 大峰　仁 24531 大峰仁法律事務所

福島県 48 鈴木　康元 24532 鈴木法律事務所

福島県 49 菅野　晴隆 25107 弁護士法人ブレインハート法律事務所

福島県 50 佐藤　初美　 25902 佐藤初美法律事務所

福島県 55 湯・　 聖史 29413 新白河法律事務所

福島県 56 吉津　健三 30371 きつ法律事務所

福島県 57 紺野　明弘 31610 紺野法律事務所

福島県 57 山内　崇史 31611 山内法律事務所

福島県 60 白鳥　剛臣 35825 弁護士法人新開法律事務所　南相馬事務所

福島県 60 柾谷　智徳 35826 柾谷智徳法律事務所

福島県 60 高橋　久紀 35827 弁護士法人クレイス法律事務所

福島県 60 松川　義行 35832 浅井嗣夫法律事務所

福島県 新60 唐牛　歩 36705 平間総合法律事務所

福島県 新61 高橋　直也 38070 高橋･宮下法律事務所

福島県 新61 川瀬　裕之 38826 れいわ総合法律事務所

福島県 62 谷澤　正高 39808 弁護士法人新開法律事務所

茨城 37 足立 勇人 19297 足立勇人法律事務所 

茨城 56 遠藤 俊弘 30380 いばらき法律事務所

栃木県 41 平野 浩視 21314 平野浩視法律事務所

栃木県 54 安田 真道 28788 安田法律事務所

群馬 34 鈴木克昌 18115 新前橋法律事務所



群馬 42 橋爪健 21815 橋爪健法律事務所 

千葉県 常岡　久寿雄 27157 たすく法律事務所

千葉県 島田　直樹 28047 佐野総合法律事務所

新潟県 47 岩渕 浩 24140 岩渕浩法律事務所 

新潟県 58 中川 正一 33139 弁護士法人新潟第一法律事務所 

長野県 31 滝澤　修一 16504 滝澤修一法律事務所

長野県 40 林　一樹 20835 林一樹法律事務所

富山県 30 東　　博幸 16200 東博幸法律事務所

富山県 59 入江　佑典 33727 入江法律事務所

富山県 52 栗本　正貴 27372 栗本・酒井法律事務所

富山県 59 鍋谷　博志 34363 富山みらい法律事務所

富山県 48 橋爪　健一郎 24774 橋爪健一郎法律事務所

富山県 33 山田　博 17564 山田法律事務所

福井 37 円居　愛一郎 19473 円居・北川法律事務所

福井 33 野村　直之 21323 野村法律事務所

滋賀 48 平井　健志 24683 ひらい法律事務所

滋賀 48 田口　勝之 24966 京町法律事務所

和歌山 35 辻本　圭三 18316 辻本圭三法律事務所

和歌山 53 石倉　誠也 27789 玉置・石倉法律特許事務所

和歌山 石津　剛彦 27162 アウラ法律事務所

兵庫 40 内橋 一郎 20507 みのり法律事務所 

兵庫 47 茂木立 仁 24285 神戸H．I．T．法律事務所 

広島 38 高岡　優 19828 高岡優法律事務所

広島 40 今井　光 20817 長尾今井法律事務所

鳥取県 河本　充弘 22343 弁護士法人河本・森法律事務所

鳥取県 54 足立　珠希 28523 足立珠希法律事務所

鳥取県 58 上田　雅稔 32701 いなば総合法律事務所

鳥取県 瀬古　智昭 33644 鳥取あおぞら法律事務所

島根 30 中村 寿夫 16113 中村法律事務所 

島根 55 田上 尚志 29661 田上法律事務所

山口県 34 作良　昭夫 17898 作良昭夫法律事務所

山口県 34 林　浩二 18105 一の坂法律事務所

山口県 35 猪俣　俊雄 18608 猪俣俊雄法律事務所

山口県 38 中山　修身 19898 中山・石村法律事務所

山口県 37 中光　弘治 20381 中光法律事務所

山口県 44 松村　和明 22489 松村和明法律事務所

山口県 36 越智　博 23271 越智博法律事務所

山口県（宇部） 40 大田　明登 20640 大田明登法律事務所



山口県（宇部） 46 野村　雅之 31245 野村雅之法律事務所

山口県（下関） 37 山元　浩 19263 山元浩法律事務所

山口県（下関） 45 清水　弘彦 23163 清水弘彦法律事務所

山口県（下関） 53 浜崎　大輔 28350 浜崎法律事務所

山口県（岩国） 43 堀　勉 22288 堀法律事務所

山口県（周南） 47 中村　友次郎 24145 中村友次郎法律事務所

山口県（周南） 51 松田　訓明 26490 松田訓明法律事務所

香川県 41 大平　昇 21005 大平昇法律事務所

香川県 45 白井　一郎 22912 白井一郎法律事務所

高知 49 長山 育男 25388 岡村・長山法律事務所 

高知 52 森 裕之 27100 森裕之法律事務所 

福岡県 41 植松　功 20991 近江法律事務所

福岡県 42 和智　公一 21463 和智法律事務所

長崎 33 福崎　博孝 17585 福崎博孝法律事務所

長崎 38 山下　俊夫 19647 山下・川添総合法律事務所

大分県 42 千野　博之 21617 河野・千野法律事務所

大分県 43 岡村　邦彦 22035 岡村法律事務所

大分県 48 吉田　祐治 24687 弁護士法人吉田法律事務所

熊本県 　 山之内　秀一 16464 山之内法律事務所

熊本県 坂本　秀德 19595 坂本秀德法律事務所

宮崎県 34 橋口　律男 18171 弁護士法人橋口・大迫法律事務所

宮崎県 松田　公利 19636 弁護士法人松田共同法律事務所

佐賀県 小山　一郎 32135 芯鋭法律事務所 

佐賀県 田中　芳樹 36984 弁護士法人ITS法律事務所鳥栖事務所

鹿児島県 37 川村　重春 19172 川村法律事務所

鹿児島県 48 笹川　竜伴 24959 弁護士法人笹川法律事務所鹿屋支所

鹿児島県 49 保澤　享平 25212 保澤法律事務所

鹿児島県 50 新倉　哲朗 26291 弁護士法人和田久法律事務所

鹿児島県 新61 本多　剛 38125 弁護士法人和田久法律事務所

鹿児島県 新61 正込　健一朗 38126 正込法律事務所

鹿児島県 新61 岩本　研 38128 岩本総合法律事務所

鹿児島県 62 小豆野　貴昭 39737 小豆野法律事務所

鹿児島県 新62 林　宏嗣 40217 天文館法律事務所

沖縄 36 三宅 俊司 19063 三宅俊司法律事務所 

沖縄 46 當真 良明 23762 サイオン法律事務所 


