
出席者272名
日 時：平成28年3月2日（水）13：00～16：30
場 所：千葉県教育会館 大ホール

研修内容 ・不動産登記規則第93条調査報告書改定について

・重ね図

千葉支部 出席55名
小澤 瑞男 岩本 嘉三次鈴木 和成 高山 尚士 土屋 正純 小倉 英生 田中 輝男 鯨井 徹
納富 隆志 牧添 豊海 佐瀬 俊雄 六反 英豊 阿部 敏久 三枝 光男 多田 勲 糸房 秀昭
飯島 秀子 大塚 健夫 髙橋 一修 小川 正美 讃岐 郁夫 戸部 義則 岡田 隆幸 吉田 治裕
菅原 辰也 内山 一哉 田中 浩史 松川 慶三 本吉 喜好 川島 健史 品田 拓哉 石井 宏頼
松久 修 渡邉 明彦 秋元 孝博 齋藤 英宣 山﨑 貴之 神田 恭介 村田 宏之 宇佐美 明
山口 仁 杉山 勇介 坂本 晋介 瀧田 誠人 古見 尚子 糯原 貴子 森井 博史 高山 和宏
矢野 秀典 江原 慶 森川 和直 伊東 義晴 田野 忠明 小迫 裕司 髙橋 恒史

市原支部 出席15名
青柳 一夫 安藤 久志 岡本 正 梅内 義則 山口 眞一 森 真美 桐谷 太 根本 勝人
沼澤 勝 渡部 健治 中村 純市 安藤 智之 村井 大介 細井 大輔 宇津木 崇明

印旛支部 出席27名
中村 一善 寺田 好一 大木 信喜 篠田 清 花岡 孝仁 渡辺 三郎 飯嶋 剛充 鈴木 芳明
芝野 照敏 飯沼 敏夫 吉田 誠 岩淵 英司 渋谷 龍男 石井 光一 萩原 進 小川 雅敏
諸我 忠男 大谷 和則 小林 義幸 山本 さつき 下条 義明 満岡 裕也 磯野 義和 工藤 貴弘
児矢野 智紀渡辺 悟 都祭 正尚

一宮支部 出席18名
川島 正雄 新井 明 平井 道則 石塚 修 伊藤 久 酒井 芳人 小守 武男 河原 仁志
佐瀬 幹夫 松井 滿 山口 勇 松岡 實 志村 恵一 石井 伸浩 鎗田 昌夫 石井 恆雄
林 明宏 渡部 二三男

松戸支部 出席30名
松本 晃次 馬場 大二郎染谷 昌仙 駒井 保夫 後藤 利幸 松丸 兼行 又多 洋一 小山 進吾
小川 和義 古賀 智行 番場 信次 奈良橋 達也石田 庄一郎平林 明広 加倉田 忠 大畑 智計
桐島 崇 中村 剛 沖 昌彦 刈谷 達志 鏑木 孝純 田邉 圭 江口 洋平 大塚 智則
大倉 寛 佐々木 基之深瀬 尚宏 小沼 勝広 藤本 隆一 大港 勝巳

東葛支部 出席32名
菊池 行紘 森山 宏克 張谷 孝三郎横倉 正治 成嶋 寛 後藤 廣実 岩本 一夫 佐久間 康博
鈴木 茂男 押鐘 義春 笠原 孝 佐藤 勇 鈴木 泰介 西内 正道 村田 公彦 小笠原 直隆
飯塚 正人 星野 毅 冨田 秀昭 鈴木 正人 植山 武俊 森山 知浩 鈴木 諒 村上 啓
髙橋 顕 佐用 朋貴 金子 裕二 片野 友和 押鐘 純子 藤原 こうた 清水 伸作 染谷 和良

市川支部 出席22名
江本 弘 笹川 正行 佐瀬 義雄 飯塚 隆男 梶川 憲二 山本 重一 石渡 稔浩 金子 保夫
田中 彦一 平松 誠司 岡田 兆司 黒田 善一 秋山 昌巳 須藤 竜太 菅原 常夫 矢口 俊之
渡辺 五郎 德永 敦史 江波戸 貴義間所 裕雅 宮﨑 信行 阿部 誠一

船橋支部 出席25名
松本 和久 杉野 秀夫 川尻 誠一 池田 英男 鴇田 幸雄 福川 利兼 池端 隆尋 峯岸 不二夫
久保田 英裕阿部 純 君塚 宏司 井上 孝広 土倉 靖章 佐藤 睦夫 橋本 勝 山本 和夫
小路方 剛 児玉 一人 髙橋 史憲 平野 浩司 豊田 武文 實川 恵也 村永 章 山口 大助
大湯 誠太郎

木更津支部 出席20名
梅津 潤二 前田 武 吉田 良策 鮎川 正 堀江 隆雄 齊藤 幸司 鈴木 功 渡邊 洋一
伊藤 英一 福原 智記 遠山 喜良 安藤 操 大岩 英夫 山口 朋昭 溝井 和信 鮎澤 孝幸
立野 雅人 齊藤 雅人 髙橋 七喜 大岩 もえ
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安房支部 出席10名
鎌田 治一 畠山 覚 金井 和美 渡辺 保 佐野 和男 赤間 喜見雄工藤 富雄 鈴木 進
黒川 雅人 岩瀬 洋一

東総支部 出席14名
諌山 功一 所 一視 片岡 保一 戸村 昭 伊藤 迪彦 伊藤 雅 伊藤 嘉伸 平山 保幸
髙木 清一 来栖 克衛 伊東 政勝 高橋 宏明 渡邊 実 伊東 俊雄

香取支部 出席4名
片野 正彦 篠塚 章太郎吉田 文子 藤﨑 修一


