
平成31年度（令和元年度）相続専門性研修プログラム 修了者一覧

※修了者のうち、ホームページへの公開を希望する会員（令和2年3月10日現在）に限り掲載いたします。

認定番号 氏名 勤務先名

2019-1 石田 寛 （有）石田不動産鑑定士事務所

2019-2 濵田 英資 松英鑑定会計

2019-3 石原 晋志 （株）一カンテイ

2019-4 小林 猛 （株）財産プランニング研究所

2019-5 金塚 麻実 王子不動産（株）

2019-6 森嶋 久雄 （有）森嶋鑑定事務所

2019-7 有川 卓也 大和不動産鑑定（株）

2019-8 狩野 信一 （有）アプレイザル横浜

2019-9 寺口 満 アプレイザル・フクイ

2019-10 大月 一代 大月不動産鑑定

2019-11 吉田 篤史 （株）吉田住宅

2019-12 大友 由貴子 （株）赤熊不動産鑑定所

2019-13 原田 裕次 原田不動産鑑定事務所

2019-14 大串 俊三 （株）栄城不動産鑑定事務所

2019-15 大久保 隆行 JLL森井鑑定（株）

2019-16 田中 瑞穂 シティサーベイヤーズ

2019-17 小塩 敦 関⻄みなと鑑定（株）

2019-18 ⻄脇 則之 ⻄脇総合鑑定（同）

2019-19 藤澤 崇平 富山総合不動産研究所

2019-20 永井 宏治 （株）東京アプレイザル

2019-21 中村 真二 （有）中村不動産鑑定

2019-22 金 甲烈 天海建物（株）

2019-23 山口 幸太郎 （株）モリ不動産鑑定事務所

2019-24 今⻄ 芳夫 （有）埼玉不動産鑑定所

2019-25 藤田 絵理子 藤田絵理子鑑定士事務所

2019-26 井内 孝太郎 井内不動産鑑定

2019-27 本田 淳也 本田不動産鑑定
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2019-28 木村 綾乃 （株）みやこ不動産鑑定所

2019-29 松﨑 能久 大東鑑定（株）

2019-30 塚本 修一 （株）ひたち不動産鑑定

2019-31 江藤 美香 （株）江藤不動産鑑定事務所

2019-32 右田 貴紳 仙台アセットコンサルタンツ（株）

2019-33 原田 裕之 不動産鑑定士足立良夫事務所

2019-34 小笠 裕也 （有）朝日エステートリサーチ

2019-35 辻本 尚子 （株）みやこ不動産鑑定所

2019-36 伊藤 暢昭 信和不動産鑑定事務所

2019-37 加藤 宏樹 大和不動産鑑定（株）

2019-40 井上 徹 （同）千早不動産コンサルティング

2019-41 山岡 和美 （株）山岡不動産研究所

2019-43 川井 香苗 カワイ不動産鑑定事務所

2019-44 海辺 信年 住友不動産販売（株）

2019-45 品田 富士男 東電不動産（株）

2019-46 千葉 和俊 （株）ケー・シー評価システム

2019-47 松原 壮太郎 （株）松原不動産鑑定事務所

2019-48 大泉 雅孝 大泉不動産鑑定事務所

2019-49 ⻲石 均 ⻲石不動産鑑定

2019-50 松岡 東 中央不動産（株）

2019-51 吉澤 卓 須田不動産鑑定事務所

2019-52 岡田 健二 オカケン不動産研究所

2019-53 小林 陽子 中央不動産（株）

2019-54 近藤 道生 近藤不動産鑑定・会計事務所

2019-55 柳元 健吾 （株）柳元不動産鑑定事務所

2019-56 藤原 陽 （有）藤原総合不動産鑑定

2019-57 井上 輝芳 井上不動産鑑定事務所

2019-58 立山 壮平 たてやま不動産鑑定

2019-60 玉井 純 （株）玉井不動産鑑定
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2019-62 岩田 祝子 東急不動産（株）

2019-63 以倉 栄二 大和不動産鑑定（株）

2019-64 前田 祥城 （株）都市不動産鑑定所

2019-65 塚本 潤子 （株）中央不動産鑑定所

2019-66 橋本 真理 （株）中央不動産鑑定所

2019-67 石井 衣美 （株）きびコンサルタント

2019-68 松尾 拓志 松尾不動産鑑定事務所

2019-69 麻生 篤 （株）都市評価研究所

2019-70 杉島 紘大 大和不動産鑑定（株）

2019-71 髙橋 誠 （有）髙橋不動産鑑定事務所

2019-72 吉村 將人 （株）三栄総合鑑定

2019-73 三原 寛憲 （株）三昌不動産鑑定所

2019-74 ⻄浦 宣行 （有）⻄日本総合不動産鑑定所

2019-75 石井 宏典 （株）きびコンサルタント

2019-76 土師 一弘 （株）⻑嶋不動産鑑定事務所

2019-77 原 勝久 原不動産鑑定事務所

2019-78 須藤 智哉 （株）仙台中央不動産鑑定所

2019-79 笹山 高廣 （株）東京カンテイ

2019-80 村上 毅一郎 （株）東京カンテイ

2019-81 伴 清敬 BAN鑑定所

2019-82 図子 久雄 図子不動産鑑定（株）

2019-83 山下 翔吾 大和不動産鑑定（株）

2019-84 畠山 照章 （株）畠山不動産鑑定

2019-85 増井 聰彦 （株）都市評価研究所

2019-86 岡田 浩 （有）岡田不動産評価システム

2019-87 ⻄園 ⽂人 （株）リアルエステートコンサルティング

2019-88 田島 克彦 （株）田島不動産鑑定

2019-89 ⻄井 雅志 ⻄井不動産鑑定

2019-90 川端 康弘 大和不動産鑑定（株）
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2019-91 上原 卓志 （株）谷澤総合鑑定所

2019-92 野村 和雄 野村総合事務所

2019-93 吉川 輝樹 吉川理論不動産鑑定事務所

2019-94 在間 浩二 イーアイシーコンサルティング

2019-95 上村 巴樹 （株）さくら綜合鑑定所

2019-96 伊藤 定幸 伊藤不動産鑑定事務所

2019-97 市村 明洋 市村不動産鑑定

2019-98 渡邊 崇彦 渡邊崇彦不動産鑑定士事務所

2019-99 北川 哲也 東急不動産（株）

2019-100 伊藤 孝義 伊藤不動産鑑定所

2019-101 岩﨑 圭亮 岩崎不動産鑑定事務所

2019-102 寺村 建一郎 （有）寺村不動産鑑定所

2019-103 吉澤 雅己 おおた不動産鑑定所

2019-104 山口 百合子 （有）髙橋不動産鑑定事務所

2019-105 牧野 敦 白羽根不動産鑑定所

2019-106 中塚 新一 いずみ総合鑑定

2019-107 浅野 眞人 浅野不動産鑑定

2019-108 井口 良一 ARKアセットマネジメント（株）

2019-109 木下 典子 木下典子不動産鑑定事務所

2019-110 大日南 元就 大日南・木内綜合鑑定（株）

2019-111 加川 修 （株）インプレッション

2019-112 山口 範夫 山口不動産鑑定士事務所

2019-113 大山 宏毅 大山不動産鑑定

2019-114 土井 郁子 土井不動産鑑定事務所

2019-116 田中 聡一 たなか不動産鑑定士事務所

2019-117 佐藤 三千代 （有）アーク

2019-118 ⻄村 研二 （株）⻄村不動産鑑定

計112名
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