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公益社団法人 日本年金数理人会 

教育・研修委員長 古山 雅晴 

 

 

２０２１年度継続的能力開発制度における履修目標達成者の公表 

 

 

本会では、年金数理人の専門性の維持・向上を図る観点から、本会正会員を対象とした継

続的能力開発制度を実施しています。 

継続的能力開発制度規則第７条の規定に基づき、２０２１年度の継続的能力開発制度にお

ける履修目標達成者を添付のとおり公表いたします。 

 なお、継続的能力開発制度規則はこちらをご覧ください。 

http://www.jscpa.or.jp/about/pdf/cpd.pdf 

 

 ＜添付資料＞ 

   ２０２１年度継続的能力開発制度 履修目標達成者一覧 

 

以 上 
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18 加藤  孝康 231 能勢  達也 323 淀川  隆

23 亀山  富緒 232 田口  光二 327 小林  芳宏

31 大山  義広 233 古坂  敬太 328 松嶋  孝史

33 佐野  邦明 237 猪又  敏 329 佐藤  章宏

53 市川  雄二 240 堀之内  俊也 330 鵜野  芳輝

73 渡部  善平 242 鹿島  俊明 331 大島  敏也

81 船田  輝雄 244 平井  智子 332 髙木  研次

124 藤原  利秀 245 森田  英敏 333 八木  達也

130 藤井  康行 246 小澤  幸一 334 森  雅人

131 浅見  友一 248 西野  孝幸 336 石田  久志

133 望月  建 250 井出  満徳 337 島田  尚

146 佐々木  淳 251 原  靖 339 大野  浩

148 松崎  信之 252 根岸  知行 340 渡邉  明子

152 杉田  健 253 神山  紀子 342 川村  忠義

154 粟津  明彦 254 勝島  一 344 岡本  洋一

156 片寄  郁夫 256 小池  敏夫 345 鈴木  慎之

159 深澤  弘治 257 千葉  忠範 347 関  秀紀

160 青井  知幸 258 金子  強 348 日下部  健一

162 木村  亮治 260 島田  徹 349 古山  雅晴

166 新井  正明 262 浅野  勝美 350 山口  昭一

174 桑田  浩幸 263 相澤  克 351 浅見  俊一

175 和田  貴一 273 毛利  正治 352 喜多  俊也

176 黒田  英樹 275 石原  研 353 中田  章宏

186 日下部  朋久 276 小川  裕之 354 中出  朱美

187 大川  文男 277 原田  俊丈 359 浅海  路史

189 才野  順平 278 向久保  真二 360 長澤  直英

190 荒井  昭 279 小野  健一 362 平井  学

192 阿久津  太 280 猪俣  智之 363 上川  裕之

193 倉田  良 281 吉原  達也 367 横山  武彦

195 小西  陽 282 小松  一志 368 豊留  健

197 小島  孝一 283 松戸  良尚 371 窪田  澄博

202 中林  宏信 285 南  嘉博 373 岡田  尚士

203 春日  温 286 長谷川  泰伸 374 吉田  武司

206 加古  雅之 289 八田  俊一郎 375 加藤  圭一

209 谷口  太介 290 堀田  晃裕 376 杉田  智

211 小泉  辰也 293 井川  孝之 377 伊藤  寛太

212 濱田  圭三 295 赤松  伸 378 高市  幸夫

213 瀧  厚史 296 村山  令二 379 山岡  敏文

214 杉山  元彦 297 小屋  剛 380 上野  博紀

215 小川  伊知郎 298 寺田  朋広 381 今中  亮介

216 西部  浩之 304 磯野  岳彦 383 花谷  和久

217 大西  範彦 307 津田  健 385 柴田  伸一

219 谷口  一晃 310 浅見  英明 387 髙橋  隆司

220 岩本  陽巧 311 並川  敦宏 388 樫原  勉

223 斧田  浩二 312 富樫  典弘 389 三木  昌弘

224 谷口  則秋 313 榊原  昭仁 390 寺本  吉伸

225 安藤  伸一 314 齊藤  弘行 392 桑原  寛

227 陶器  圭二 315 本田  英輔 394 寺林  崇之

229 枇杷  高志 317 嘉重  文男 395 浅野  年克

230 河合  浩二 321 栗原  正篤 397 栗田  健一

氏名
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398 矢倉  克浩 471 古田  勝彦 547 熊丸  拓郎

399 塩田  強 473 堀井  俊宏 548 杉岡  立也

400 高山  弘亮 474 清水  信広 550 平井  祐貴

401 山下  厚 476 秋田  倫秀 551 佐々木  弘宣

402 伊藤  邦明 477 山口  昭彦 553 福井  勝敏

403 鈴木  宏昌 478 和田  真介 554 普照  岳

404 小田  直人 479 辻浦  正矢 555 盛  英紀

405 逢坂  保一 480 大河内  智之 556 関野  恭弘

407 齋藤  歩 483 徳永  祥三 557 岡田  直也

412 小池  淳 484 西村  進 558 鈴木  精和

413 市川  貴規 485 平田  敏隆 559 鈴木  聡司

414 石沢  秀信 486 向井  洋平 562 下島  敦

416 松尾  忠史 487 髙木  源太 564 日下部  健児

417 木村  崇 489 寺澤  恭輔 565 三澤  健司

418 上田  大輔 492 津田  稔朗 566 垣内  淳司

419 酒巻  敦志 493 岡本  有弘 567 竹内  徹朗

420 桜井  康晴 494 佐々木  直志 568 守田  俊幸

421 森下  章仁 496 岩原  行起 570 山内  宗幸

422 能谷  哲次 498 植村  朋和 571 梅﨑  智志

423 橋詰  丈裕 499 三輪  登信 572 大庭  崇稔

424 池田  誠一 500 笠原  強志 574 田中  岳志

430 中村  尚樹 502 衣笠  俊之 577 古賀  聡一

431 篠原  幸治 504 小田  博基 578 伊藤  功

433 和田  誉英 506 萩原  浩之 582 深津  裕嗣

434 小西  拓也 507 遠田  健 583 藤原  明彦

436 奥平  剛次 508 澤﨑  勝 584 小栁  意真

438 松村  綾子 509 三宅  正訓 585 高橋  潤

439 藤本  裕三 511 山本  篤 586 金  海永

440 長瀬  正憲 512 遠藤  武昭 587 石黒  隼人

442 影山  弘幸 513 北野  昌志 588 守屋  一典

444 三谷  文彦 514 青山  勝明 590 湯浅  将臣

445 河内  宗和 515 浅井  将尚 591 太田  剛

446 石村  勝治 517 渡辺  俊彦 594 早川  敦

447 泉田  敦弘 521 若林  教和 595 関  寛仁

448 髙木  寛道 524 森  教輔 596 増田  智巳

450 木内  茂 525 廣瀬  武史 597 代田  正治

452 若杉  英樹 526 江連  誠 598 繁田  峻

453 田中  良和 527 山下  順史 599 林  謙太郎

455 鈴木  博 532 佐藤  裕一郎 600 三浦  進太郎

456 長崎  淳一 533 山田  彩乃 601 日比野  渉

457 伊藤  昭 534 藤田  佳子 602 柿沼  彰寛

459 猪飼  賢司 535 齊藤  長 604 藤原  弘康

460 湊  和彦 536 須藤  健次郎 607 齊藤  耕二郎

462 日高  靖郎 539 佐伯  慎一 609 武村  昌紀

464 中込  信之 540 飯塚  裕 610 秋山  佑介

465 小島  竜彦 542 渡部  直樹 611 長谷川  晃二

466 池田  恭規 543 岩佐  克弘 612 西尾  祐一

467 中山  素生 544 遠藤  友和 613 松本  真由

468 坂田  康一 545 関口  智 614 矢頭  智夫

469 山本  和彦 546 本多  茂喜 616 丸山  浩幸
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617 髙木  充 683 櫻井  俊秀 740 田渕  勇気

618 上田  陽平 686 光田  尚生

619 大森  陽日 687 岩本  修一

621 逸見  亮太 688 光山  聡

622 西井  祐一 689 小野  剛

624 関口  翔太 690 堀池  譲立

627 鈴木  敬宏 691 植竹  康夫

628 本  昌弘 692 鈴木  武徳

629 蔭山  宏 693 橋場  信

631 南  真也 694 田中  希

632 渡邊  洋一 695 秋本  拓也

633 村田  剛士 696 森谷  雅史

634 立本  貴大 697 菅又  裕介

635 小口  智英 698 中矢  徹

636 木原  脩一郎 699 一丸  全人

637 橋本  浩平 700 漆畑  公彦

639 岡田  雄希 701 蔭山  尚志

640 佐藤  祐自 702 小松  豊

641 杉浦  章友 703 小柳  陽平

642 染谷  和良 704 鈴木  悠紀雄

644 石井  晋平 705 松岡  徹

645 大口  聡子 706 金澤  幸始

646 小山田  亮太 707 吉澤  亮平

647 松山  祐己 708 安達  正俊

649 中西  秀樹 709 臼田  健人

650 藤山  和真 710 福本  聡

654 永島  武偉 711 向井  基

655 白土  和志 712 本山  稔邦

656 竹田  和真 713 後小路  弘太

657 宮武  宏典 714 中野  幸彦

658 岡本  匡史 715 岡田  陽一

659 鮫島  康介 716 川村  峻介

660 藤田  剛 717 大畑  真彦

661 稲田  哲生 718 楠田  裕子

662 佐野  智紀 721 細川  聡一郎

664 矢作  麻希子 722 森  祐樹

665 山田  宗一郎 724 西端  剛志

666 河村  博司 725 屋良  美智留

667 芦田  渉 726 𠮷田  美咲

670 奥田  健二 727 坂本  雅俊

671 干井  順三 728 橋澤  辰也

672 水道  直樹 729 伊藤  裕紀

674 伊藤  悠介 730 大橋  祐太

675 野田  陽平 731 佐伯  俊輔

676 野村  啓之 732 和田  亮彦

677 深澤  恵介 735 景山  統

678 伊藤  翔太 736 坂口  昂介

680 西村  壮弘 737 中田  英佑

681 原崎  文親 738 西脇  悠也

682 横山  大河 739 車谷  優樹
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