
■スポーツ少年団協力弁護士とは

スポーツ少年団の活動にご賛同をいただいており、都道府県・市区町村スポーツ少年団主催の講習会において講師として、

また、法律相談や各協会の法制面の整備などにご協力いただくことに承諾いただいた弁護士です。

■語句説明

「講師」：スポーツ少年団関係の各種講習会・研修会等において、法律に係わる講師を務めることに承諾いただいている方

「法律相談」：法律相談に応じられる方

「研修会参加回数」：スポーツ少年団やジュニアスポーツ法律アドバイザーについての理解を深める研修会に参加した回数

■注意事項

・本ページに掲載されている弁護士情報は、日本スポーツ少年団が特定の弁護士を推薦するものではありません。また、掲載されている弁護士が法律相談に応じることを保証するものでもありません。

・本ページを通じて弁護士を知り、その弁護士に相談あるいは事務処理等を依頼する場合は、依頼者と受任弁護士間にて個別契約を締結するものであり、内容について日本スポーツ少年団は一切関知せず、その責任を負いません。

・弁護士によっては、紹介者のない事件の依頼や相談をお断りすることがあります。なお、執務時間内外に係わらず、業務の関係上相談には応じられない場合があります。

・本ページに掲載されている弁護士情報は、複製、転載、公衆送信等一切の行為を禁止します。

講師 法律相談

01 北海道 窪田 良弘 函館弁護士会
〒040-0015 北海道函館市梁川町1番5号 日聖ビル2階2号
窪田法律事務所

0138-31-0031

02 岩手県 日高 拓郎 岩手弁護士会
〒024-0094　岩手県北上市本通り1丁目7番12号 新町ビル2階
日高法律事務所

0197-65-6432 〇 〇

03 宮城県 川﨑 真樹子 仙台弁護士会
〒988-0044　宮城県気仙沼市神山6-4
さいわい法律事務所

0226-25-8606 2 2009/2/1

04 宮城県 鈴木 忠司 仙台弁護士会
〒980-0802 宮城県仙台市青葉区二日町1番23号アーバンネット勾当台ビル10F
官澤綜合法律事務所

022-214-2424 4 2012/12/9

05 群馬県 池田 昭男 群馬弁護士会
〒371-0027 群馬県前橋市平和町1-2-12
池田法律事務所

027-233-2222 〇

06 群馬県 石原 栄一 群馬弁護士会
〒371-0026 群馬県前橋市大手町3丁目4番16号
石原・関法律事務所

027-235-2040 〇 〇

07 千葉県 吉村　類 千葉県弁護士会
〒260-0013 千葉市中央区中央３－１１－１１ニュー豊田ビル２階
千葉綜合法律事務所

043-224-4610 ○ ○

08 東京都 浅田 千秋 第二東京弁護士会
〒100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目5番2号 三菱ビル9階969
光樹法律会計事務所

03-3212-5747 〇 1 2005/2/6

09 東京都 安藤　尚徳 第一東京弁護士会
〒105-0003 東京都港区西新橋1-20-3　虎ノ門法曹ビル204号
東京フィールド法律事務所

03-5510-3070 〇 〇 3 2017/12/10

10 東京都 飯田　研吾 第ニ東京弁護士会
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-2　大同生命霞が関ビル12階
兼子・岩松法律事務所

03-6206-1303 〇 〇 3 2017/12/10

11 東京都 池田 和司 第一東京弁護士会
〒104-0061 東京都中央区銀座7-5-4 毛利ビル4階
銀座法律特許事務所

03-3572-2281代 〇 1 2005/2/6

12 東京都 石井　逸郎 第ニ東京弁護士会
〒102-0083　東京都千代田区麹町6-6　麹町東急ビル7階
ウェール法律事務所

03-3511-6031代 〇 〇 3 2013/12/8

13 東京都 石堀 方洋 東京弁護士会
〒107-0052 東京都港区赤坂3-6-4　コパカバーナビルディング 2F
水津正臣法律事務所

03-3587-2381 〇 〇

14 東京都 伊丹　郁人 東京弁護士会
〒100-0005  東京都千代田区丸の内3丁目1番1号　国際ビル407
アルファパートナーズ法律事務所

03-6212-6200 〇 〇

15 東京都 伊東　卓 東京弁護士会
〒160-0017 東京都新宿区左門町13-1　四谷弁護士ビル506
新四谷法律事務所

03-3357-1388 〇 〇 4 2016/12/4

16 東京都 上田 正和 第二東京弁護士会
〒107-0052 東京都港区赤坂7-11-7 ヒルズ赤坂5階
上田法律事務所

03-3568-7148 〇 〇

17 東京都 大野 裕 東京弁護士会
〒105-0003 東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル207
大野法律事務所

03-3503-0012 〇

18 東京都 大橋　卓生 東京弁護士会
〒107-0052 東京都港区赤坂1丁目3番6号 赤坂グレースビル7階
虎ノ門協同法律事務所

03-5797-7150 〇 3 2017/12/10

19 東京都 小田 大輔 東京弁護士会
〒100-8222 東京都千代田区丸の内2-6-1 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所

03-6266-8725 〇 〇

20 東京都 片上 誠之 第二東京弁護士会
〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 富士ビル623区
石井法律事務所

03-3214-4731 〇 〇 1 2005/2/6

21 東京都 勝又 祐一 第一東京弁護士会
〒102-0093 東京都千代田区平河町2丁目7番4号 砂防会館別館A7階東
フロンティア法律事務所

03-6912-3811 1 2005/2/6

22 東京都 加藤 真美 東京弁護士会
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町17番6号 渋谷協栄ビル3階
桜丘法律事務所

03-3780-0991 〇

23 東京都 加藤 公司 第二東京弁護士会
〒100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目2番2号 丸の内三井ビル10階1005号室
岡村綜合法律事務所

03-3215-3611 〇

24 東京都 金井 重彦 東京弁護士会
〒104-0045 東京都中央区築地2-10-5 寿ビルディング7階
金井法律事務所

03-5148-5951 〇 〇

25 東京都 金住 則行 第一東京弁護士会
〒102-0092 東京都千代田区隼町3-19 清水ビル6階
グリーン法律事務所

03-3263-3881代 〇

26 東京都 上村 正二 東京弁護士会
〒100-0006 東京都千代田区有楽町1丁目7番1号 有楽町電気ビル南館7階752区
有楽町総合法律事務所

03-3213-1351 〇

27 東京都 菊地 幸夫 第二東京弁護士会
〒102-0085 東京都千代田区六番町11 エクサス六番町303
番町法律事務所

03-3230-2336代 〇 〇 1 2005/2/6

28 東京都 北沢 豪 第一東京弁護士会
〒104-0061 東京都中央区銀座六丁目12番13号　大東銀座ビル5階
木挽町総合法律事務所

03-5537-5118 〇 2 2006/2/5

29 東京都 久野 健 東京弁護士会
〒104-0061 東京都中央区銀座3丁目9番18号 東銀座ビル501号室
土方法律会計事務所

03-3545-6750 〇 〇

30 東京都 黒嵜 隆 東京弁護士会
〒102-0093 東京都千代田区平河町2丁目7番4号 砂防会館別館A7階東
フロンティア法律事務所

03-6912-3811 〇 〇 3 2009/2/1

31 東京都 合田　雄治郎 第一東京弁護士会
〒104-0028　東京都中央区八重洲2-11-2　　城辺橋ビル4階
合田綜合法律事務所

03-3527-9415 〇 〇 2 2016/12/4

32 東京都 河野 憲壯 東京弁護士会
〒107-0062 東京都港区南青山5-5-20アルファエイト南青山Ｂ1
表参道総合法律事務所

03-6418-1888 〇 〇 2 2009/2/1

33 東京都 小林 良明 東京弁護士会
〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-11-11 虎ノ門MKビル7階
小林良明法律事務所

03-3431-0005 〇

34 東京都 小松 雅彦 東京弁護士会
〒182-0026　東京都調布市小島町1-11-6-302
多摩オアシス法律事務所

042-444-7153 〇 1 2005/2/6

35 東京都 崔　宗樹 東京弁護士会
〒104-0043　東京都中央区1-8-12ＴＩビル3階
クリア法律事務所

03-5542-0787 〇 2 2014/12/7

36 東京都 佐々木 広行 東京弁護士会 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-11 協友ビル10階 03-3255-0091 〇 1 2005/2/6

37 東京都 佐瀬 正俊 東京弁護士会
〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-1-1国際ビル2階
アルファパートナーズ法律事務所

03-6212-6660 〇

38 東京都 佐藤 司 東京弁護士会
〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目5番6号 中島商事ビル7階
岸巖法律事務所

03-3572-5050 〇 〇

39 東京都 設樂 雄一郎 東京弁護士会
〒104-0031 東京都中央区京橋1丁目14番5号 土屋ビル4階C室
設樂雄一郎法律事務所

03-5524-7613 〇 〇

40 東京都 七字 賢彦 東京弁護士会
〒113-0024 東京都文京区西片1-15-15 春日ビジネスセンタービル7F
東京フォーラム法律事務所

03-5840-7784 〇

41 東京都 柴野 相雄 第二東京弁護士会
〒106-6123 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー23階
TMI総合法律事務所

03-6438-5511 2 2014/12/7

42 東京都 莊 美奈子 東京弁護士会
〒151-0064 東京都渋谷区上原2丁目17番11号 代々木上原ガーデン101
飯塚俊則法律事務所

03-5453-0271 〇 1 2005/2/6

43 東京都 白井 久明 第二東京弁護士会
〒104-0061 東京都中央区銀座1-16-7 銀座大栄ビル7階
京橋法律事務所

03-6228-7538 〇 〇 15 2017/12/10

44 東京都 白井 裕子 東京弁護士会
〒160-0003 東京都新宿区本塩町9番地 光丘四谷ビル10階
ウィング総合法律事務所

03-3226-5568 〇 1 2005/2/6

45 東京都 新保 雄司 第一東京弁護士会
〒160-0017 東京都新宿区左門町3番地1 左門イレブンビル7階
スプリング法律事務所

03-3352-8500 1 2007/1/28

46 東京都 菅原 哲朗 第二東京弁護士会
〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-16-8-603
キーストーン法律事務所

03-5992-4431 〇 15 2017/12/10

47 東京都 鈴木 春樹 第一東京弁護士会
〒104-0033 東京都中央区新川2丁目6番16号 馬事畜産会館407号室
鈴木春樹法律事務所

03-3297-5550 〇 〇 1 2005/2/6

48 東京都 高木 宏行 第二東京弁護士会
〒107-0052 東京都港区赤坂2-2-21 永田町法曹ビル9階
高木総合法律事務所

03-6441-3937 〇 〇 11 2016/12/4

49 東京都 高下 謹壱 第一東京弁護士会
〒104-0061 東京都中央区銀座5-8-5 ニューギンザビル10号館4階
高下謹壱法律事務所

03-5568-6655 〇 〇 2 2009/2/1

50 東京都 高島 秀行 第一東京弁護士会
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-11-7 第二文成ビル902
高島総合法律事務所

03-3539-3339 〇 〇 14 2017/12/10
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51 東京都 高橋　和敏 東京弁護士会
〒105-0003 東京都港区西新橋3-11-1 建装ビルディング5階
富士法律事務所

03-6809-1042 〇 6 2016/12/4

52 東京都 高橋　克己 東京弁護士会
〒146-0084 東京都大田区南久が原2-11-10　ＭＤビル1階
そうあい法律事務所

03-6715-0010 〇 〇 1 2016/12/4

53 東京都 高松　政裕 第二東京弁護士会
〒106-0061 東京都中央区銀座1-16-7　銀座大栄ビル7階
京橋法律事務所

03-6228-7545 〇 〇 1 2016/12/4

54 東京都 竹之下 義弘 第二東京弁護士会
〒106-0032 東京都港区六本木1-7-27 全特六本木ビル5階
東京六本木法律特許事務所

03-5575-2490 〇 〇 15 2017/12/10

55 東京都 田中 秀幸 東京弁護士会
〒100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目2番2号 丸の内三井ビル
シティユーワ法律事務所

03-6212-5541 〇 〇 2 2016/12/4

56 東京都 手塚 富士雄 東京弁護士会
〒113-0033 東京都文京区本郷3-32-7 MSKビル4階
手塚法律事務所

03-5802-7802 〇 〇 1 2005/2/6

57 東京都 土肥 将人 東京弁護士会
〒160-0022 東京都新宿区新宿5-8-2 ニューライフ新宿903・904
永石一郎法律事務所

03-3356-7766 〇 1 2005/2/6

58 東京都 内藤 政信 第一東京弁護士会
〒130-0022 東京都墨田区江東橋3丁目9番7号 国宝ビル4階
内藤法律事務所

03-3634-0596 〇

59 東京都 内藤 貴昭 東京弁護士会
〒105-0004 東京都港区新橋1-18-21　第2日比谷ビル4階
弁護士法人霞門法律事務所

03-5501-3681 〇 〇 3 2014/12/7

60 東京都 中野 辰久 東京弁護士会
〒102-0093 東京都千代田区平河町Ｋビル6階
番町法律事務所

03-5216-1370 〇 3 2010/12/5

61 東京都 中村 治郎 東京弁護士会
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町3丁目3番10号 茅場町光ビル5階
大樹法律事務所

03-5652-5455 〇 3 2014/12/7

62 東京都 西脇　威夫 第二東京弁護士会
〒150-0012 東京都渋谷区広尾1丁目
11番2号アイオス広尾301号室

03-6450-2953 〇 〇 2 2014/12/7

63 東京都 野村 完 東京弁護士会
〒101-0047 東京都千代田区内神田1-8-1 三井ビル5F
センチュリー法律事務所

03-5280-5033 〇 1 2005/2/6

64 東京都 橋岡 宏成 東京弁護士会
〒107-0052 　東京都港区 赤坂2-11-15 赤坂森山ビル
ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所

03-3505-3581

65 東京都 長谷川 健 東京弁護士会
〒100-6310 東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング10階1002区
加藤・西田・長谷川法律事務所

03-3201-1301 〇 1 2012/12/9

66 東京都 樋口 達 第一東京弁護士会
〒105-6031 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号 城山トラストタワー31階
成和共同法律事務所

03-5405-4080 〇

67 東京都 平尾 潔 第二東京弁護士会
〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル903号室
右田・深澤法律事務所

03-3211-5844 〇 〇 4 2010/1/31

68 東京都 平山 賢太郎 第二東京弁護士会
〒100-6529 東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング
伊藤見富法律事務所

03-3214-6930 〇 〇

69 東京都 廣井 武昭 東京弁護士会
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-12-11 虎ノ門ファーストビル7階
廣井武昭法律事務所

03-3580-5751 〇

70 東京都 深澤 勲 東京弁護士会
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目15番11号 第二名和ビル8階
深澤総合法律事務所

03-5888-5222 〇 1 2016/12/4

71 東京都 深沢 清人 東京弁護士会
〒205-0003 東京都羽村市緑ヶ丘2-19-1　エスポワール沖102号室
はむら法律事務所

042-578-8666 〇 〇 5 2016/12/4

72 東京都 福田 孝昭 第一東京弁護士会
〒160-0004 東京都新宿区四谷2丁目8番地 藤井ビル9階
福田孝昭法律事務所

03-3359-2007 〇 8 2014/12/7

73 東京都 藤瀬 敦賀 第一東京弁護士会
〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル824区
米林和吉法律事務所

03-3214-1401 〇 3 2014/12/7

74 東京都 藤田 晶子 東京弁護士会
〒100-8385 東京都千代田区丸の内2丁目1番1号 丸の内マイプラザ14階
あさひ・狛法律事務所

03-5219-2585 〇

75 東京都 古里 健治 第二東京弁護士会
〒102-0083 東京都千代田区麹町3-3 ベルモード・ビル4階
東京富士法律事務所

03-3265-0691 〇 〇 1 2005/2/6

76 東京都 保坂 志郎 東京弁護士会
〒104-0061 東京都中央区銀座3-8-15 中央ビル2階
保坂志郎法律事務所

03-5250-1032代 〇 〇 1 2005/2/6

77 東京都 堀切 忠和 東京弁護士会
〒102-0072　東京都千代田区飯田橋1-12-14　宮島ビル201
 九段富士見法律事務所

03-6261-2291 〇 〇 5 2010/1/31

78 東京都 三谷 明弘 東京弁護士会
〒105-0003 東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル204号
東京フィールド法律事務所

03-5510-3070 〇 1 2005/2/6

79 東京都 三村 祐一 東京弁護士会
〒108-0014 東京都港区芝5-20-12 高ビル3階
三田総合法律事務所

03-5232-5740 〇 1 2005/2/6

80 東京都 宮崎 万壽夫 第一東京弁護士会
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3-7-3 文栄小川町ビル8階
宮崎万壽夫法律事務所

03-3296-7551 〇 〇 1 2005/2/6

81 東京都 宮本 隆彦 東京弁護士会
〒103-0028 東京都中央区八重洲1丁目5番4号 共同ビル八重洲口6階64号室
宮本隆彦法律事務所

03-3273-1186 〇 1 2005/2/6

82 東京都 武藤　雅之 東京弁護士会
〒104-0032　東京都中央区八丁堀1-4-5　川村八重洲ビル7階
東京桜田法律事務所

03-5244-9431 〇 1 2016/12/4

83 東京都 村林 俊行 東京弁護士会
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-1-23 虎ノ門東宝ビル9階
ロア・ユナイテッド法律事務所

03-3592-1791 〇 〇 1 2005/2/6

84 東京都 望月 浩一郎 東京弁護士会
〒107-0052　東京都港区赤坂1丁目3番6号 赤坂グレースビル7階
虎ノ門協同法律事務所

03-5797-7150 〇 〇 13 2017/12/10

85 東京都 森下 範凰 第一東京弁護士会
〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目1-7　井門新宿御苑ビル2F
九段法律事務所

03-5312-1061 〇 〇 4 2012/12/9

86 東京都 八木 由里 第一東京弁護士会
〒144-0054 東京都大田区新蒲田3-18-5
八木法律事務所

03-5744-3664 〇 〇 12 2017/12/10

87 東京都 谷田部 尚 東京弁護士会
〒160-0015 東京都新宿区大京町4番地6 オカタケ第5ビル304
谷田部・籾井法律事務所

03-3359-3861 〇 1 2005/2/6

88 東京都 山田 敏章 第二東京弁護士会
〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-5-1　日比谷マリンビル11階
石井法律事務所

03-3580-3581 〇 〇 1 2005/2/6

89 東京都 山中　眞人 第ニ東京弁護士会
〒106-0032　東京都港区六本木1-9-10　アークヒルズ仙石山森タワー28階
ベーカー＆マッケンジー法律事務所

03-6271-9900 〇 〇

90 東京都 結城 康郎 東京弁護士会
〒100-0014 東京都千代田区永田町2-14-3 赤坂東急ビル11階
結城法律事務所

03-3506-1151代 〇 〇

91 東京都 横山 経通 第二東京弁護士会
〒100-8222 東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビル
森・濱田松本法律事務所

03-5223-7739 〇 〇 2 2016/12/4

92 神奈川県 内田　和利 横浜弁護士会
〒211-0004　神奈川県川崎市中原区新丸子東3-946　関口組小杉ビル3階
こすぎ法律事務所

044-431-1520 〇 〇

93 神奈川県 小野 哲 横浜弁護士会
〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町1丁目6番地10 苗場ビル7階
上村・小野法律事務所

045-662-5531代 〇 〇 1 2007/1/28

94 神奈川県 姜 文江 横浜弁護士会
〒224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央25番7号 フォーラスプラザ203号
法律事務所ヴェント

045-949-5905 〇 1 2012/12/9

95 神奈川県 佐藤 裕 横浜弁護士会
〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町70-3 三井住友海上横浜ビル802号
佐藤・村松法律事務所

045-640-0463 〇 〇 1 2007/1/28

96 神奈川県 左部 明宏 神奈川弁護士会
〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通11番地 横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所

045-671-9564 〇 〇 9 2017/12/10

97 神奈川県 徳田 暁 横浜弁護士会
〒231-0005 神奈川県横浜市中区本町1丁目4番地  プライムメゾン横濱日本大通3階
法律事務所インテグリティ

045-263-6165 〇 〇 8 2016/12/4

98 神奈川県 松浦 光明 横浜弁護士会
〒231-0013 神奈川県横浜市中区住吉町1丁目6番地 MPS関内401
港都綜合法律事務所

045-671-9233 〇 1 2007/1/28

99 神奈川県 松原　範之 横浜弁護士会
〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通11番地 横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所

045-671-9570 〇 1 2015/12/6

100 山梨県 後藤 光利 山梨県弁護士会
〒400-0031  山梨県甲府市丸の内2-34-8 第2メグロ会館3-Ａ
後藤法律事務所

055-227-2828 〇 1 2005/2/6

101 長野県 山岸 重幸 長野県弁護士会
〒380-0845 長野県長野市西後町624番地3
ながの法律事務所

026-236-1188 〇 4 2017/12/10

102 新潟県 相馬 卓 新潟県弁護士会
〒950-0088 新潟県新潟市中央区万代3丁目1番1号 メディアシップ8階
にいがた国際法律事務所

025-255-6006 〇 1 2017/12/10

103 新潟県 平 哲也 新潟県弁護士会
〒951-8162 新潟県新潟市関屋本村町1-111-1
平哲也法律事務所

025-233-4115 〇 1 2017/12/10

104 富山県 木澤 進 富山県弁護士会
〒930-0074 富山県富山市堀端町1-12
富山中央法律事務所

076-423-2466 〇 〇

105 静岡県 青島 伸雄 静岡県弁護士会
〒420-0031 静岡県静岡市呉服町1丁目1番14号 呉服町圭田ビル7階
まどか法律事務所

054-255-2819 〇

106 静岡県 河村 正史 静岡県弁護士会
〒420-0034 静岡県静岡市葵区常磐町2-6-8 トーカイビル4階
ときわ綜合法律事務所

054-272-6191 〇 〇 10 2016/12/4

107 静岡県 髙橋 広篤 静岡県弁護士会
〒436-0077 静岡県掛川市駅前8番4号 山崎ビル3階
掛川たんぽぽ法律事務所

0537-62-4145 〇

108 静岡県 津田 薫 静岡県弁護士会
〒420-0034 静岡県静岡市常磐町1丁目4番地の11 杉徳ビル6階
すんぷ総合法律事務所

054-653-7011

109 静岡県 土居 千之价 静岡県弁護士会
〒410-0817 静岡県沼津市本郷町8-2
土居千之价法律事務所

055-932-0035 〇 〇

110 静岡県 関谷　綾子 静岡弁護士会
〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町18-14　Mビル2階
関谷法律事務所

054-266-3005 〇 6 2016/12/4
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111 愛知県 井神　貴仁 愛知県弁護士会 〒460-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目5番26号　ユニモール桜ビル5階 052-485-5050 〇 1 2016/12/4

112 愛知県 今井 千尋 愛知県弁護士会
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-20-17 中外東京海上ビル12階
ひかり弁護士法人アイリス法律事務所

052-938-5508 〇 4 2013/12/8

113 愛知県 上田 敏喜 愛知県弁護士会
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3丁目9番16号 石塚ビル4階
あおば法律事務所

052-972-0091 〇

114 愛知県 臼井 幹裕 愛知県弁護士会
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3丁目1-30 錦マルエムビル3階
臼井法律事務所

052-218-0566 1 2010/1/31

115 愛知県 金刺　廣長 愛知県弁護士会
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-15-9 スガキコ第2ビル5階
太田・渡辺法律事務所

052-221-1313 〇 〇

116 愛知県 木本 寛 愛知県弁護士会
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-7-7 チサンマンション丸の内301号
木本・服部法律事務所

052-955-6621 〇 〇

117 愛知県 酒井 俊皓 愛知県弁護士会
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-17-4 第11KTビル10階
酒井法律事務所

052-955-2930 〇 〇 14 2017/12/10

118 愛知県 榊原 顕太郎 愛知県弁護士会
〒475-0922　愛知県半田市昭和町1-35半田名鉄南館ビル3階
榊原顕太郎法律事務所

0569-84-1784 〇

119 愛知県 杉本 徳生 愛知県弁護士会
〒461-0001　愛知県名古屋市東区泉1-19-8スクエアＩＺＵＭＩ203号
いずみ総合法律事務所

052-875-7530 〇

120 愛知県 鈴木 順二 愛知県弁護士会
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-2-4 相互ビル5階
桜通法律事務所

052-962-4663代 〇 〇

121 愛知県 長屋 貢嗣 愛知県弁護士会
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3丁目4番30号 クエスト丸の内ビル7階
長屋貢嗣法律事務所

052-961-5201 〇 〇 6 2016/12/4

122 愛知県 西山 一博 愛知県弁護士会
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3丁目2番22号 名城ビル6階
西山法律事務所

052-957-1106 〇 〇 1 2010/1/31

123 愛知県 宮前 隆文 愛知県弁護士会
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1丁目22番7号 サカエビル22 8階
宮前法律事務所

052-204-0360 〇 〇

124 三重県 石坂 俊雄 三重弁護士会
〒514-0033 三重県津市丸之内33-26
三重合同法律事務所

059-226-0451代 〇 〇

125 三重県 尾西 孝志 三重弁護士会
〒510-0074 三重県四日市市鵜の森1丁目3番23号 ナカジマビル701号
尾西・加藤綜合法律事務所

0593-54-3551 〇 6 2010/1/31

126 三重県 杉本 雅俊 三重弁護士会
〒510-0082 三重県四日市市中部14番4号
杉本雅俊法律事務所

059-354-3751 〇

127 三重県 田形　祐樹 三重弁護士会
〒516-0073　三重県伊勢市吹上1-8-30亀田ビル3階
伊勢法律事務所

0596-20-0555 〇 〇 1 2009/2/1

128 岐阜県 森 裕之 岐阜県弁護士会
〒500-8833 岐阜県岐阜市神田町1丁目1番地5 岐阜神田町ビル7階C
森裕之法律事務所

058-263-6230 〇 〇 4 2016/12/4

129 滋賀県 森野 有香 大阪弁護士会
〒522-0075 滋賀県彦根市佐和町3-15 千祥ビル2F
森野法律事務所

0749-21-3678 〇 〇

130 京都府 小西 清茂 京都弁護士会
〒604-0845 京都府京都市中京区烏丸御池上る東側二条殿町541 泰宏ビル4階
弁護士法人小西綜合

075-254-7855 〇 〇 8 2014/12/7

131 京都府 小林 千春 京都弁護士会
〒604-0943　京都市中京区御池通麩屋町入る上白山町稲川ビル4階
小林千春法律事務所

075-255-3003 〇 〇

132 京都府 佐藤 義彦 京都弁護士会
〒602-0841 京都府京都市上京区河原町通今出川下ル　プランタンビル6-Ｃ
佐藤法律事務所

075-251-6701 〇 3 2015/12/6

133 京都府 中尾 誠 京都弁護士会
〒612-8054 京都府京都市伏見区御堂前町617-1 山京桃山ビル4階
京都南法律事務所

075-604-2133 〇

134 大阪府 岡本　大典 大阪弁護士会
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満1丁目7番20号　JIN・ORIXビル802
松柏法律事務所

06-6360-6500 〇 〇 1 2016/12/4

135 大阪府 長部 研太郎 大阪弁護士会
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満1丁目10番8号 西天満第11松屋ビル308
堺筋共同法律事務所

06-6364-3051 〇 〇

136 大阪府 桂 充弘 大阪弁護士会
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満6-7-4 大阪弁護士ビル501
北尻総合法律事務所

06-6364-0181 〇 〇 6 2017/12/10

137 大阪府 菅 勉 大阪弁護士会
〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町2丁目1番14号 道修ビル8階
やさか法律事務所

06-6231-5656 〇

138 大阪府 高橋 正人 大阪弁護士会
〒530-0055 大阪府大阪市北区野崎町6番7号 大阪北野ビル7階701号
馬場・高橋法律事務所

06-6365-7140 〇 〇 5 2012/12/9

139 大阪府 田邊 昇 大阪弁護士会
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満2丁目8番1号 大江ビルヂング512
中村・平井・田邊法律事務

06-6365-0251 〇 〇 2 2015/12/6

140 大阪府 辻口 信良 大阪弁護士会
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-8-2 北ビル本館4階
太陽法律事務所

06-6361-8888 〇 〇 4 2016/12/4

141 大阪府 冨島 智雄 大阪弁護士会
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-7-1 北ビル1号館5階505
澪標綜合法律事務所

06-6364-7722代 〇 〇 1 2005/2/6

142 大阪府 冨田　英司 大阪弁護士会
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-7-1 北ビル1号館507号室
関口・冨田法律事務所

06-6362-7341 〇 〇 2 2017/12/10

143 大阪府 南石 知哉 大阪弁護士会
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満2丁目11番8号 アメリカンビル3階
弁護士法人英知法律事務所

06-6365-7585 〇

144 大阪府 藤田 増夫 大阪弁護士会
〒550-0001 大阪府大阪市西区土佐堀1丁目3番7号 肥後橋シミズビル10階
肥後橋法律事務所

06-6441-0645 〇

145 大阪府 堀田　裕二 大阪弁護士会
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満3丁目14番16号 西天満パークビル3号館9階
アスカ法律事務所

06-6365-5312 〇 〇 1 2016/12/4

146 大阪府 松尾 直嗣 大阪弁護士会
〒543-0055 大阪府大阪市天王寺区悲田院町8-26 天王寺センターハイツ3階
南大阪法律事務所

06-6773-6921代 〇 〇

147 大阪府 溝上 哲也 大阪弁護士会
〒550-0004 大阪府大阪市西区靱本町1丁目10番4号 本町井出ビル2階
溝上法律特許事務所

06-6441-0391 〇 1 2015/12/6

148 大阪府 森脇 雅典 大阪弁護士会
〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2-6-24 KOCビル6階
森脇雅典法律事務所

06-6264-3045 〇

149 大阪府 和田　誠一郎 大阪弁護士会
〒530-0001　大阪府大阪市北区梅田3丁目4番5号　毎日新聞ビル11階
和田誠一郎法律事務所

06-6341-0862 〇 1 2015/12/6

150 兵庫県 荻野 淳 兵庫県弁護士会
〒650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通3丁目1番5号 海岸ビルヂング202号
おぎのじゅん法律事務所

078-326-7817 〇 〇
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151 兵庫県 柿沼 太一 兵庫県弁護士会
〒650-0031 兵庫県神戸市中央区東町123-1 貿易ビル8階
STORIA法律事務所

078-391-0232 〇

152 兵庫県 吉田 裕樹 兵庫県弁護士会
〒650-0034 兵庫県神戸市中央区京町75番1 京町栄光ビル5階
京町法律事務所

078-331-0561 〇 〇

153 和歌山県 藤井 幹雄 和歌山弁護士会
〒640-8152 和歌山県和歌山市十番丁12番地 十番丁ビル4階
トライ法律事務所

073-428-6557 〇 〇

154 島根県 井上 晴夫 島根県弁護士会
〒690-0887 島根県松江市殿町516番地　山陰鴻池ビル3階
井上晴夫法律事務所

0852-61-1500 〇 〇 5 2017/12/10

155 岡山県 井口　亮 岡山弁護士会
〒700-0807  岡山県岡山市北区南方2-8-25  大三ビル4階
大土法律事務所

086-225-7082 〇 〇

156 広島県 一久保　直也 広島弁護士会
〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀6-7  チュリス八丁堀502号
一久保法律事務所

082-225-7560 〇 〇

157 広島県 髙木　浩治 広島弁護士会
〒730-0012  広島県広島市中区上八丁堀7-1  　ハイオス広島406
髙木法律事務所

082-222-9129 〇 〇

158 広島県 久笠 信雄 広島弁護士会
〒730-0014 広島県広島市中区上幟町3番25号 レオビル6階
久笠法律事務所

082-502-0770 〇

159 山口県 有近　拓也 山口県弁護士会
〒747-0037 山口県防府市八王子1丁目7-4 ニューマルマンビル5階
上田・藤井総合法律事務所

0835-26-3630 〇 〇 1 2016/12/4

160 香川県 兼光 弘幸 香川県弁護士会
〒760-0026 香川県高松市磨屋町6-5のぞみビル2階
のぞみ総合法律事務所

087-811-0177 〇

161 香川県 桑城 秀樹 香川県弁護士会
〒760-0020 香川県高松市錦町1-10-13 三和ビル2階
桑城法律事務所

087-821-0431 〇 2 2013/12/8

162 香川県 小早川 龍司 香川県弁護士会
〒760-0020 香川県高松市錦町2-3-16
小早川法律事務所

087-851-3367 〇 4 2016/12/4

163 愛媛県 森本 明宏 愛媛弁護士会
〒790-0003 愛媛県松山市三番町4丁目7番地7 愛媛汽船ビル5階
酒井・森本法律事務所

089-933-0119 〇 3 2008/2/3

164 愛媛県 村上　勝也 愛媛弁護士会
〒795-0054　愛媛県大洲市中村231　愛媛舗道ビル2階1号
村上勝也法律事務所

0893-57-6266 〇 〇

165 福岡県 石田 光史 福岡県弁護士会
〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴3-2-1-405
あかつき法律事務所

092-752-2204 〇 〇

166 福岡県 岩熊　豊和 福岡県弁護士会
〒812-0038 福岡市博多区祇園町2-35 プレスト博多祇園ビル4階
岩熊法律事務所

092-409-9367 〇 〇

167 福岡県 植田 正男 福岡県弁護士会
〒810-0042 福岡県福岡市中央区赤坂1丁目13番7号 西嶋ビル5階
法律事務所徳賢

092-712-4550 〇

168 福岡県 桑原　義浩 福岡県弁護士会
〒832-0822　福岡県柳川市三橋町下百町42-1荻島第5ビル202
弁護士法人しらぬひ柳川事務所

0944-74-5533 〇 〇

169 福岡県 壇　一也 福岡県弁護士会
〒810-0042 福岡県福岡市中央区赤坂1丁目15番33号 ダイアビル福岡赤坂401号
鴻和法律事務所

092-726-2866 〇 〇

170 福岡県 日野 佳弘 福岡県弁護士会
〒830-0022 福岡県久留米市城南町22番地の21
弁護士法人日野総合法律事務所

0942-37-2670

171 福岡県 光永 享央 福岡県弁護士会
〒810-0011 福岡県福岡市中央区高砂1-24-20-703
光永法律事務所

092-534-5432 〇 〇

172 福岡県 光安 正哉 福岡県弁護士会
〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2丁目4番22号 新日本ビル5階
佐藤・林法律事務所

092-712-6543 〇 〇 4 2011/12/4

173 福岡県 吉野 隆二郎 福岡県弁護士会
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目10-12　ハイラーク博多駅前208号
よしの法律事務所

092-260-9427 〇 〇 10 2017/12/10

174 佐賀県 福島 直也 佐賀県弁護士会
〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央1-5-10 朝日生命佐賀駅前ビル5階
弁護士法人はやて法律事務所

0952-40-4005 〇 1 2008/2/3

175 熊本県 宮川 輝之 熊本県弁護士会
〒866-0863 熊本県八代市西松江城町2-28
宮川法律事務所

0965-32-7876 〇 1 2008/2/3

176 大分県 井田 雅貴 大分県弁護士会
〒870-0049 大分県大分市中島中央2丁目2番2号
弁護士法人リブラ法律事務所

097-538-7720 〇 1 2005/2/6

177 大分県 楠本　敏行 大分県弁護士会
〒870-0045 大分県大分市城崎町2-1-5　城崎司法ビル301号
 城崎法律事務所

097-537-3092 〇 〇 1 2014/12/7

178 宮崎県 三島 里都子 宮崎県弁護士会
〒880-0804 宮崎県宮崎市宮田町10-25 宮田町ビル402
マリンバックス法律事務所

0985-27-8441 〇

179 宮崎県 山崎　真一朗 宮崎県弁護士会
〒880-0804 宮崎県宮崎市宮田町10-25 宮田町ビル402
マリンバックス法律事務所

0985-27-8441 〇

180 鹿児島県 笹川 竜伴 鹿児島県弁護士会
〒892-0822 鹿児島県鹿児島市泉町12-23　薩摩澱粉会館206号
笹川法律事務所

099-219-4080 〇 〇 1 2007/1/28

181 鹿児島県 永山 一秀 鹿児島県弁護士会
〒892-0853 鹿児島県鹿児島市城山町13-13 サーパス城山1番館206
永山法律事務所

099-227-0011 〇

182 沖縄県 大城 純市 沖縄弁護士会
〒900-0014 沖縄県那覇市松尾1丁目19番31号 アーバンパレット県庁前301号室
大城純市法律事務所

098-860-8404 〇 〇 2 2011/12/4

183 沖縄県 宮里 猛 沖縄弁護士会
〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地3-22-1 日高ビル4-B
開法律事務所

098-861-7071 〇 〇 6 2015/12/6
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