
五十音順　　

氏名 ふりがな

青木　一愛 あおき かずちか

青木　冬萌 あおき ともえ

青木　亮祐 あおき りょうすけ

青野　壽和 あおの ひさかず

青山　良治 あおやま りょうじ

朝倉　　隆 あさくら たかし

安達　　信 あだち しん

阿部　　智 あべ さとし

阿部　泰典 あべ やすのり

天野　康代 あまの やすよ

粟村　唯子 あわむら ゆいこ

安藤　圭輔 あんどう けいすけ

安藤　　肇 あんどう はじめ

飯島　　俊 いいじま たかし

飯田　学史 いいだ さとし

池田　賢史 いけだ けんじ

池田　達彦 いけだ たつひこ

池田　哲也 いけだ てつや

石井　宏明 いしい ひろあき

石川　惠美子 いしかわ えみこ

石川　宏昭 いしかわ ひろあき

石川　裕一 いしかわ ゆういち

石黒　康仁 いしぐろ やすひと

石坂　　想 いしざか そう

石田　智嗣 いしだ ともつぐ

石畑　晶彦 いしはた あきひこ

石渡　絵理 いしわた えり

井田　治子 いだ はるこ

板倉　敏行 いたくら としゆき

伊藤　一志 いとう かずし

伊藤　　諭 いとう さとし

伊藤　真哉 いとう しんや

伊藤　武洋 いとう たけひろ

伊藤　宣子 いとう のぶこ

伊東　秀文 いとう ひでふみ

井上　　潮 いのうえ うしお
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猪本　芳子 いのもと よしこ

今村　有希 いまむら ゆき

岩﨑　　崇 いわさき たかし

岩田　恭子 いわた きょうこ

岩永　和大 いわなが かずひろ

植月　沙知 うえつき さち

内嶋　順一 うちじま じゅんいち

内田　和利 うちだ かずとし

内山　浩人 うちやま ひろと

内海　光弥 うつみ みつひろ

惠崎　和則 えざき かずのり

江塚　正二 えづか しょうじ

海老名　毅 えびな つよし

遠藤　政尚 えんどう まさなお

大久保　均 おおくぼ ひとし

大澤　公一 おおさわ こういち

大滝　和幸 おおたき かずゆき

大谷　　豊 おおたに ゆたか

大野　美樹 おおの みき

大橋　俊二 おおはし しゅんじ

逢見　友紀 おおみ ゆき

大森　　望 おおもり のぞむ

岡村　貴之 おかむら たかゆき

岡本　　裕 おかもと ゆたか

岡安　知巳 おかやす ともみ

小川　佳子 おがわ よしこ

小木　正和 おぎ まさかず

長田　　誠 おさだ まこと

小島　勇祐 おじま ゆうすけ

織田　慎二 おだ しんじ

小野　航平 おの こうへい

小野　仁司 おの ひとし

帶　慎太郎 おび しんたろう

小比賀　正義 おびか まさよし

小山　昌人 おやま まさと

織裳　剛史 おりも たけし

海江田　誠 かいえだ まこと

片桐　久充 かたぎり ひさみち

金谷　達成 かなや たつなり
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狩倉　博之 かりくら ひろゆき

河合　秀樹 かわい ひでき

川岸　卓哉 かわぎし たくや

川添　啓明 かわぞえ ひろあき

川村　篤志 かわむら あつし

川村　健二 かわむら けんじ

川村　拓矢 かわむら たくや

川村　宜禎 かわむら よしさだ

菊田　雅裕 きくた まさひろ

北神　英典 きたかみ ひでのり

北川　靖之 きたがわ やすゆき

橘川　真二 きつかわ しんじ

貴村　麻子 きむら あさこ

木村　良二 きむら りょうじ

久保　友宏 くぼ ともひろ

久保　　豊 くぼ ゆたか

久保　義人 くぼ よしひと

黒江　卓郎 くろえ たくろう

黒川　慶彦 くろかわ よしひこ

黒澤　知弘 くろさわ ともひろ

黒田　　巌 くろだ いわお

畔栁　秀勝 くろやなぎ ひでかつ

桒野　庸司 くわの ようじ

河野　雄太 こうの ゆうた

小島　　衛 こじま まもる

小平　展洋 こだいら のぶひろ

古西　達夫 こにし たつお

駒田　英隆 こまだ ひでたか

小栁　茂秀 こやなぎ しげひで

近藤　俊之 こんどう としゆき

最所　義一 さいしょ よしかず

坂本　佳隆 さかもと よしたか

櫻井　遥二 さくらい ようじ

櫻井　良一 さくらい りょういち

櫻庭　史子 さくらば ふみこ

佐々木　好一 ささき こういち

佐々木　敏尚 ささき としひさ

薩川　智結 さつかわ ともゆき

佐藤　修身 さとう おさみ

神奈川県弁護士会所属　相談員・調停員名簿



佐藤　進一 さとう しんいち

佐藤　　剛 さとう つよし

佐藤　源晃 さとう もとあき

沢井　功雄 さわい いさお

重光　勇次 しげみつ ゆうじ

宍戸　留美 ししど るみ

嶋﨑　　量 しまさき ちから

清水　　俊 しみず しゅん

清水　規廣 しみず のりひろ

庄司　道弘 しょうじ みちひろ

白井　知美 しらい ともみ

白川　久雄 しらかわ ひさお

末広　多親子 すえひろ たみこ

菅　　友晴 すが ともはる

杉原　弘康 すぎはら ひろやす

杉本　　朗 すぎもと あきら

鈴木　　順 すずき じゅん

鈴木　洋平 すずき ようへい

須田　和則 すだ かずのり

関戸　淳平 せきど じゅんぺい

瀬口　朋英 せぐち ともひで

苑田　浩之 そのだ ひろゆき

園部　昭子 そのべ あきこ

宋　　惠燕 そん へよん

髙岡　輝征 たかおか てるまさ

高橋　健一 たかはし けんいち

髙橋　賢司 たかはし けんじ

髙橋　富雄 たかはし とみお

髙橋　正尚 たかはし まさなお

高橋　　優 たかはし まさる

高柳　　馨 たかやなぎ かおる

滝島　広子 たきしま ひろこ

田口　裕樹 たぐち ゆうき

武井　共夫 たけい ともお

竹内　克己 たけうち かつみ

武田　真智子 たけだ まちこ

竹中　英信 たけなか ひでのぶ

竹森　裕子 たけもり ひろこ

竹若　暢彦 たけわか のぶひこ
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田子　陽子 たご ようこ

辰野　友彦 たつの ともひこ

田中　栄樹 たなか えいき

田中　和慶 たなか かずのり

田中　恒司 たなか こおし

田中　宗一郎 たなか そういちろう

田中　康晃 たなか やすあき

田鍋　智之 たなべ ともゆき

田野　賢太郎 たの けんたろう

田畑　　淳 たばた じゅん

千葉　剛志 ちば つよし

堤　　直史 つつみ なおぶみ

坪井　廣行 つぼい ひろゆき

寺岡　幸吉 てらおか こうきち

德田　　暁 とくだ さとる

戸張　雄哉 とばり ゆうや

中尾　繁行 なかお しげゆき

中尾　容子 なかお ようこ

中原　　茂 なかはら しげる

中道　　徹 なかみち とおる

中村　俊規 なかむら としき

中山　雅博 なかやま まさひろ

新関　拓也 にいぜき たくや

西川　貴美子 にしかわ きみこ

西田　智行 にしだ ともゆき

西村　　誠 にしむら まこと

西本　　暁 にしもと あきら

畑谷　嘉宏 はたや よしひろ

濱田　玄樹 はまだ げんき

濱田　　卓 はまだ すぐる

濵邉　和揮 はまべ かずき

早川　和孝 はやかわ かずたか

早川　　洋 はやかわ ひろし

林　　薫男 はやし しげお

林　　志保 はやし しほ

林　　伸彦 はやし のぶひこ

原　　勝己 はら かつみ

原田　　満 はらだ みつる

伴　　広樹 ばん ひろき
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檜垣　智子 ひがき ともこ

日向　誓子 ひゅうが せいこ

平井　佑治 ひらい ゆうじ

平賀　孝治 ひらが たかはる

廣瀬　和之 ひろせ かずゆき

福地　健太郎 ふくち けんたろう

藤澤　玲央 ふじさわ れお

藤田　章弘 ふじた あきひろ

藤原　大輔 ふじわら だいすけ

星野　文紀 ほしの ふみのり

星原　正明 ほしはら まさあき

程島　利通 ほどしま としみち

堀江　　永 ほりえ ひさし

堀之内　和英 ほりのうち かずひで

本間　春代 ほんま はるよ

本間　久雄 ほんま ひさお

前川　恭志 まえかわ やすし

前田　　一 まえだ はじめ

前田　八郎 まえだ はちろう

前田　康行 まえだ やすゆき

俣野　文香 またの ふみか

松井　宏之 まつい ひろゆき

松浦　光明 まつうら みつあき

松木　　崇 まつき たかし

松橋　正太郎 まつはし しょうたろう

松本　　隆 まつもと たかし

丸山　　茂 まるやま しげる

三澤　太雅 みさわ たいが

水谷　里枝子 みずたに りえこ

水野　千彩子 みずの ちさこ

三橋　　潔 みつはし きよし

水口　かれん みなくち かれん

南竹　　要 みなみたけ かなめ

峯崎　雄大 みねざき ゆうた

宮下　哲太朗 みやした てつたろう

村田　陽子 むらた ようこ

森山　憲太郎 もりやま けんたろう

毛呂　将一 もろ しょういち

諸節　　統 もろふし おさむ
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矢島　健生 やじま けんせい

安富　真人 やすとみ まさと

保良　公晃 やすら きみあき

柳川　猛昌 やながわ たけまさ

柳下　明生 やなぎした あきお

山﨑　倫樹 やまざき ともしげ

山﨑　夏彦 やまざき なつひこ

山田　一誠 やまだ かずまさ

山根　大輔 やまね だいすけ

山本　紘太郎 やまもと こうたろう

山森　良一 やまもり りょういち

横溝　久美 よこみぞ くみ

横山　　朗 よこやま あきら

吉田　昌史 よしだ まさふみ

若林　豪史 わかばやし ひでし

渡邉　　諭 わたなべ さとし

渡邊　　禎 わたなべ ただし

渡邊　寛一 わたなべ ひろかず

渡邊　茉樹 わたなべ まき

渡辺　　穣 わたなべ みのる

渡辺　康年 わたなべ やすとし

渡部　英明 わたべ ひであき
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