
地方監査会計技術者名簿 1／６  (2020 年６月 18 日) 

 

0001 石原 俊彦 0043 徳丸 太郎 0085 宇野 正昭 

0002 伊藤 達也 0044 中桐 史雄 0086 森岡 真紀 

0003 務台 俊介 0045 大野 桂 0087 豊田 俊治 

0004 西尾 宇一郎 0046 森井 敏英 0088 山口 登督 

0005 関下 弘樹 0047 坂元 英毅 0089 浦本 佳行 

0006 木村 昭興 0048 道井 渉 0090 鶴 伸一郎 

0007 田谷 聡 0049 吉井 功男 0091 仲井 啓詞 

0008 稲沢 克祐 0050 増田 智宏 0092 亀田 悦郎 

0009 武久 顕也 0051 稲田 憲樹 0093 白井 宣行 

0010 菊池 明敏 0053 木村 成志 0095 矢田 健一郎 

0012 酒井 大策 0054 前川 倫章 0096 川上 顕 

0013 丸山 恭司 0055 石垣 順子 0097 竹谷 とし子 

0014 井上 直樹 0056 石田 裕昭 0098 井原 和夫 

0015 川嶋 徹也 0057 梅垣 耕平 0099 深堀 将広 

0016 高橋 範行 0058 山口 美知子 0100 大原 満千子 

0017 行正 彰夫 0059 新田 順子 0101 大上 志麻 

0018 益戸 健吉 0060 梅村 仁 0102 末岡 論子 

0020 中尾 友昭 0061 島袋 史朗 0103 中本 美智子 

0021 小川 英明 0062 広瀬 裕一 0104 澤田 靖人 

0022 伊藤 龍峰 0063 本村 聡 0106 宮澤 正泰 

0023 吉添 圭介 0064 佐藤 美樹 0109 小川 哲子 

0025 真野 毅 0065 山田 和明 0110 内田 明美 

0026 片山 良太 0067 吉野 貴雄 0112 茂木 俊宏 

0027 松本 武洋 0068 圓山 尚克 0113 田口 章 

0028 横尾 俊彦 0069 吉川 尚光 0114 森 純史 

0030 三木 潤一 0070 廣末 崇信 0115 塩寺 肇 

0031 塙 邦彦 0071 秀 充浩 0117 加藤 順弘 

0032 馬場 伸一 0072 中西 一智 0118 福井 芳仁 

0033 酒井 有加 0074 小原 義幸 0120 上ノ原 記美代 

0034 緒方 哲 0076 皆川 礼一郎 0121 重枝 克己 

0036 谷村 友之 0078 田村 貴洋 0122 大脇 真 

0037 山本 晶子 0081 菊池 悠貴 0123 後藤好邦 

0038 村田 尚士 0082 糸井 宏暢 0125 丸井 良子 

0039 岡崎 真弓 0083 桂川 伸哉 0126 井口 久和 

0040 関下 友貴美 0084 坂東 雄志 0127 鎌田 あいさ 
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0128 伊藤 恵 0184 塩見 牧子 0245 藤永 友樹 

0129 奥垣 有希 0188 佐藤 丈晴 0246 松田 健司 

0130 関口 智 0189 天川 竜治 0247 永田 文男 

0131 西口 和幸 0190 早川 康司 0248 富澤 秀充 

0132 橋本 理恵 0191 タスリマ･アクター 0250 栗原 敏 

0133 牧野 功 0192 今道 晋次 0251 永尾 春文 

0135 鈴木 伸佳 0193 中川 直人 0252 宮川 健太郎 

0137 高橋 規也 0195 今村 誠 0253 橋本 薫 

0138 立石 孝裕 0197 水野 建 0254 黒崎 章 

0139 打上 勧 0199 泉 元樹 0255 遠藤 信男 

0141 藤井 陽子 0200 植田 浩 0256 八木 浩 

0142 吉見 宏 0201 新田 一郎 0259 内山 宏 

0145 原 俊一郎 0202 北澤 剛 0261 平松 修一 

0149 渡部 智子 0203 村尾 信尚 0264 下條 秀康 

0150 杉本 泰寛 0204 福井 幸夫 0268 大谷 めぐみ 

0152 安木 進 0208 荒木 利雄 0269 田中 智章 

0154 崎元 博典 0210 保科 実 0270 江夏 あかね 

0155 上條 吉直 0211 中村 泰久 0272 福冨 茂 

0158 初瀬 弘樹 0215 小佐井 國久 0275 浜野 政憲 

0159 西川 和裕 0216 小佐井 美樹 0276 爾 知成 

0160 佐々木 昌也 0217 小岩 正貴 0277 定行 俊雄 

0162 日廻 文明 0218 橋本 幸太郎 0278 小金澤 英樹 

0163 後藤 利明 0219 森永 修一 0279 森井治子 

0164 木口 京子 0220 金子 俊幸 0280 村島 浩文 

0165 岩田 理子 0223 小田川 剛 0281 篠崎 太郎 

0166 菊地 貴光 0225 福原 正人 0282 田林 信哉 

0168 早崎 広俊 0226 坂井 亮太 0285 芦田 千加 

0169 橋本 典男 0227 島内 一基 0286 武山 嘉孝 

0173 大脇 哲文 0229 豊田 一雄 0287 山道 隆央 

0174 小川 尚明 0231 友田 敬而 0288 山本 茂 

0175 中西 大輔 0232 堀井 宏之 0291 榑林 弘三 

0176 清水 ひとみ 0233 後藤 健一郎 0294 眞鍋 忠喜 

0178 園内 浩樹 0235 池添 義春 0296 橋本 礼子 

0180 頓宮 美津子 0237 山本 直樹 0297 小熊 昌幸 

0181 橋本 孝純 0241 谷 真季子 0298 村井 秀幸 
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0299 寺下 博子 0347 川原 伸昭 0397 車田 貴子 

0300 阿部 守一 0349 岡田 淳志 0398 前田 憲秀 

0301 玉舎 宏之 0351 田中 良二 0400 山本 理志 

0302 松尾 亮爾 0353 佐々木 勇一 0401 梶原 雅和 

0303 尾野 智昭 0355 清家 祐一 0402 加藤 裕一郎 

0306 河原 朗生  0356 遠藤 貴信 0404 奥出 淳一 

0307 笹井 茂智 0357 倉田 哲郎 0407 福間 宏明 

0308 木付 親次 0358 宮本 智成 0408 竹山 正裕 

0310 太田 洋一 0359 荒木 浩一 0409 軍司 俊紀 

0311 信岡 欽方 0360 篠崎 智宏 0412 吉田 紀子 

0312 清水 栄一 0361 高橋 誠 0413 山下久美子 

0314 仲田 浩康 0362 池田 則雄 0414 蓮井 秀樹 

0315 前田 貴子 0364 兼本 宏 0415 大西 弘一 

0316 池渕 佐知子 0365 京 里美 0418 細海 真二 

0319 程岡 俊和 0366 岩城 真也 0419 赤木 長義 

0320 橘 清司  0367 長谷川 明子 0421 柏木 俊樹 

0322 塩路 直大 0368 谷井 利行 0422 佐山 侑希 

0323 北川 賀寿男 0369 柬理 守 0423 勝田 篤 

0325 石井 一成 0370 進藤 浩樹 0424 玉田 直哉 

0326 川原 康寛 0371 山本 修蔵 0425 松田 晃 

0327 望月 健司郎 0372 安永 純子 0426 堀 巌 

0328 佐藤 美穂 0373 三舩 彰文 0427 二角 貴博 

0329 岡本 詠 0375 實近 信一 0429 相羽 克洋 

0330 石原 聡仁 0376 川島 俊文 0430 横山 由香理 

0331 松井 美幸 0377 本間 義紀 0431 斯波 康晴 

0332 村木 有希子 0378 佐藤 洋輔 0432 平松 優太 

0333 相島 淑美 0382 羽根 達博 0433 長﨑 浩介 

0335 岩下 潤次 0384 北邑 隆行 0435 車田 絵里子 

0336 田中 広巳 0385 嶌岡 克俊 0436 奈良岡 憲治 

0337 山﨑 友貴 0386 仲村 弘光 0437 大熊 悠人 

0339 吉田 彰 0390 山下 二郎 0440 笠井 浩和 

0340 中山 圭登 0391 森田 秀朗 0441 宮本 幸平 

0341 小林 美智子 0394 森田 郁也 0442 小寺 秀和 

0345 長沼 恒雄 0395 石井 健一郎 0443 溝江 雅文 

0346 今田 大輔 039６ 杉本 健太   
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0445 石田 隆之     

0446 時尾 博幸     

0447 上鶴 久恵     

0448 澤谷 敏行     

0449 丸山 洋三     

0450 岩崎 久美子     

0451 新家 多恵子     

0452 松本 宗久     

0453 安田 直樹     

0454 大林 小織     

0455 細井 貴之     

0456 城村 優太     

0457 井上 雄介     

0458 林 浩嗣     
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1001 世羅 徹 1044 濵田 善彦 1088 山本 敏晴 

1002 香野 剛 1045 内海 隆行 1090 林 幸弘 

1003 遠藤 尚秀 1046 小俣 雅弘 1091 古澤 靖久 

1004 小市 裕之 1047 守泉 誠 1092 藤巻 祐輔 

1005 仲 友佳子 1048 常峰 和子 1096 佐藤 敦郎 

1006 堀尾 博樹 1050 大嶋 雄生 1097 大野 朋子 

1007 小室 将雄 1051 渡部 淳一 1098 村本 大悟 

1008 奥谷 恭子 1052 片桐 將人 1099 加藤 俊介 

1009 米本 昌弘 1054 石田 貴也 1101 香川 順 

1012 矢野 基樹 1055 宮﨑 純子 1102 佐久間 己晴 

1013 倉本 正樹 1056 溝口 聖規 1104 池田 佳代 

1014 松尾 潤一 1057 川上 剛 1108 森 智佳子 

1015 嶋田 有吾 1058 菅 忍 1113 辻本 令 

1016 米森 健太 1061 道幸 尚志 1115 大島 淳太郎 

1017 児山 法子 1062 森田 義 1116 磯山 浩孝 

1020 加知 隆行 1064 田辺 彰子   

1022 飯田 哲也 1065 横田 慎一 1120 塩塚 正康 

1023 米津 覚登 1066 黒田 真吉 1121 伊東 賢治 

1025 山崎 聡一郎 1067 鳩嵜 智之 1122 志村 明美 

1026 山本 純子 1068 植田 益司 1124 岩崎 雅樹 

1027 石川 久紀 1069 宮崎 哲 1127 石崎 一登 

1028 原 繭子 1070 藤江 航平 1128 東 和宏 

1029 蒲池 孝一 1072 大高 友紀 1129 小部 彰一郎 

1030 石堂 麻衣 1074 関本 孝一 1130 松浦 友哉 

1031 前田 純志 1075 横橋 俊一 1133 飯尾 達朗 

1033 富田 慎二 1076 井上 大輔 1134 玉井 智文 

1034 堀井 敬太 1077 藤原 洋二郎 1135 小椋 淳二 

1035 堀 健二 1078 菅田 充浩 1136 柴田 陽子 

1036 菅原 正明 1079 篠﨑 充俊 1137 木村 悦久 

1037 刈谷 敏久 1081 外山 幸男 1139 平 光正 

1038 中村 元彦 1082 藤江 正祥 1140 廣兼 亮 

1039 谷口 悦子 1083 香田 浩一 1141 宮尾 文也 

1041 橋本 明 1084 利行 淳 1142 前田 光範 

1042 土田 士郎 1085 丸地 弘泰 1143 濵田 新平 

1043 岡田 健 1087 金田 芳久 1144 椙 道夫 
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1145 朝家 修     

1146 坂本 憲司     

1147 関口 洋介     

1148 甲斐 敬輔     

1149 高江 啓史     

      

      

0105 黒部哲哉     

0194 吉田直子     

0304 徳部吉昭     

0321 竹延幸雄     

1123 小木曽保幸     

1111 小谷 将義     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


