
地域調査士名簿（2018年度認定） 

 

2018年 6月 2日認定（生年） ※50音順 

上田 雄  （1994） 内山 貴久 （1995） 加藤 志音乃（1995） 小杉 純平 （1995） 

駒﨑 友禎 （1995） 齋藤 義広 （1993） 佐藤 正樹 （1996） 須田 圭祐 （1995） 

玉置 昂大 （1994） 塚田 知輝 （1995） 中村 允彦 （1995） 野村 泰智 （1995） 

濵村 泰典 （1995） 山下 由水 （1995） 横田 敦子 （1995） 吉岡 啓  （1995） 

吉田 颯汰 （1995）  若山 沙織 （1991） 

 

2018年 11月 10日認定（生年） ※50音順 

盛 郁子（1987） 

 

2019年 1月 12日認定（生年） ※50音順 

淺野 貴文（1995） 鈴木 杏奈（1994） 

 

2019年 2月 23日認定（生年） ※50音順 

赤沼 泰斗（1995） 遠藤 慧 （1994） 太田 義将（1994） 岡本 歩佳（1993） 

芝田 篤紀（1991） 野間 丈史（1996） 

 

 

2019年 3月 29日認定（生年） ※50音順 

赤井 廉能 （1996） 阿部 耕太郎（1997） 荒井 亮一 （1996） 飯田 佑美子（1997） 

石垣 直也 （1996） 石川 和樹 （1997） 岩﨑 真澄 （1997） 梅澤 侑希 （1996） 

大塚 尚人 （1996） 大山 稔喜 （1996） 岡村 裕子 （1997） 荻原 愛子 （1997） 

小熊 勇輝 （1997） 蔭山 胡桃 （1995） 金井 浩太朗（1996） 金田 遼  （1996） 

川口 侑督 （1997） 神戸 彩乃 （1996） 岸本 夕佳 （1997） 北畑 良太 （1996） 

久保 秀平 （1996） 黒田 悠太 （1996） 小木曽 博幸（1996） 小林 良輔 （1996） 

斎藤 唯臣 （1997） 齋藤 哲也 （1996） 齊藤 雅  （1996） 西能 立  （1997） 

櫻井 晋悟 （1997） 佐藤 葉留香（1996） 塩田 剛永 （1996） 清宮 佳幸 （1997） 

高梨 敦也 （1996） 高橋 知士 （1995） 瀧 健嗣  （1996） 滝上 睦子 （1996） 

田所 亜未 （1997） 谷 はるか （1997） 土田 隼椰 （1996） 都出 真寛 （1996） 

長江 碧  （1996） 永島 久乃 （1996） 中村 翔馬 （1996） 中村 祐介 （1997） 

中山 京子 （1996） 成田 瑞穂 （1995） 西澤 喜一 （1996） 秦野 真幸 （1996） 

林田 佳大 （1997） 平岩 理菜 （1996） 平間 元輝 （1996） 福井 大也 （1995） 

藤木 麻緒 （1996） 藤田 彩己 （1996） 藤原 夏望 （1996） 前田 桃子 （1997） 

俣野 匠哉 （1996） 水本 大智 （1997） 宮本 稜亮 （1996） 村上 徹雄 （1996） 

望月 佑樹 （1996） 矢尾 弦大 （1996） 矢部 豊治 （1996） 山口 治美 （1996） 

山口 広夏 （1996） 吉岡 拓海 （1995） 吉岡 道隆 （1996） 吉田 隼久 （1997） 

芳野 尚吾 （1997） 鷲見 紗衣 （1996） 

 

※記載事項に間違いがありましたら、下記までご連絡ください。    

公益社団法人 日本地理学会 資格専門委員会（meguro@ajg-certi.jp) 


