
弁護士任官をした現職裁判官の経歴の一覧表（ポスト順） H30.1.29 月 時点 ５９期弁護士　山中理司（大阪）

＊１　弁護士任官者とは，平成１３年１２月７日付の「任官推薦基準及び推薦手続」に基づき，３年以上の弁護士経験を有する任官者（簡裁判事は除く。）をいうものとした。また，「人数」欄には，出身法律事務所を退職する直前の弁護士数を記載し，高裁部総括は濃い灰色で着色し，地家裁所長は灰色で着色した。
＊２　26期は0人，27期は0人，28期は0人，29期は0人，30期は0人，31期は0人，32期は0人，33期は0人，34期は1人，35期は1人，36期は1人，37期は0人，38期は2人，39期は5人，40期は2人，41期は2人，42期は8人，43期は1人，44期は2人，45期は3人，46期は1人である。
　　 　47期は3人，48期は5人，49期は5人，50期は4人，51期は5人，52期は0人，53期は1人，54期は4人，55期は1人，56期は1人，57期は2人，58期は2人，59期は2人，60期は0人，61期は1人，62期は0人，63期は1人，64期は0人，65期は0人，66期は0人，67期は0人である。
＊３　出身大学（元裁判官の多い順。判明人数は14人）につき，東大は7人，中央大は1人，京大は2人，早稲田大は1人，東北大は0人，九州大は0人，明治大は0人，名古屋大は0人，一橋大は0人，慶応大は2人，関西大は0人，大阪大は1人，日本大は0人，立命館大は0人，北海道大は0人，金沢大は0人，大阪市大は0人，岡山大は0人，神戸大は0人，法政大は0人，同志社大は0人である。
＊４　出身会につき，東弁は16人，一弁は6人，二弁は10人，横浜弁は3人，埼玉弁は2人，茨城弁は0人，栃木弁は1人，群馬弁は1人，静岡弁は0人，大弁は9人，京都弁は0人，兵庫弁は4人，奈良弁は2人，滋賀弁は0人，和歌山弁は0人，愛知弁は3人，福井弁は0人，金沢弁は0人，広島弁は2人，岡山弁は1人，山口弁は0人，福岡弁は2人，熊本弁は2人，仙台弁は0人，旭川弁は1人，釧路弁は0人である。
＊５　出身弁連につき，関弁連は40人，近弁連は15人，中部弁連は3人，中国弁連は3人，九弁連は4人，東北弁連は0人，道弁連は1人，四弁連は0人である。
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1 土井文美 どいふみ 　 50 H16.10.1 兵庫弁 （不明） H29.4.1 最高裁民事調査官 H26.4.1 大阪高裁１民判事 H23.4.1 神戸家地裁明石支部判事H20.4.28 名古屋地裁判事 H20.4.1 名古屋地裁判事補 H16.10.1 京都地家裁判事補（弁護士任官・兵庫弁） 土井文美
2 大塚博喜 おおつかひろき 　 57 東大 H27.4.1 東弁 弁護士法人北千住パブリック 25 H27.4.1 東京高裁１１民判事（弁護士任官・東弁） 大塚博喜
3 渡辺左千夫 わたなべさちお 　 35 東大 H5.10.1 二弁 （不明） H29.4.1 東京高裁１２民判事 H26.3.14 東京地裁立川支部３民部総括H23.4.1 横浜地家裁小田原支部判事H19.4.1 東京家裁判事 H18.4.1 千葉地家裁木更津支部長H14.4.1 東京地家裁八王子支部判事H13.4.1 東京高裁１９民判事 H10.4.1 東京地裁判事 渡辺左千夫
4 藤岡淳 ふじおかあつし 　 42 H20.1.16 二弁 アストレア法律事務所 5 H29.4.1 東京高裁１４民判事 H26.4.1 東京地家裁立川支部判事H23.4.1 高松地家裁判事 H21.8.17 東京地裁判事 H20.1.16 東京高裁２０民判事（弁護士任官・二弁） 藤岡淳
5 南部潤一郎なんぶじゅんいちろう 　 55 H26.10.1 旭川弁 法テラス旭川法律事務所 2 H26.10.1 東京高裁１４民判事（弁護士任官・旭川弁） 南部潤一郎
6 矢向孝子 やこうたかこ 58 S50.9.30 二弁 外国法共同事業ジョーンズ・デイ法律事務所81 H29.4.1 東京高裁１６民判事（弁護士任官・二弁） 矢向孝子
7 高宮健二 たかみやけんじ 　 42 H6.4.1 東弁 （不明） H29.4.1 東京高裁２３民判事 H26.4.1 仙台地裁１民部総括 H23.4.1 さいたま家地裁川越支部判事H19.4.1 東京地裁判事 H16.4.1 福岡高裁２民判事 H15.4.1 福岡地家裁判事 H12.4.10 東京地裁判事 H11.4.1 東京地裁判事補 高宮健二
8 一木文智 ひときふみとも 　 42 H11.8.1 一弁 （不明） H29.4.1 東京高裁２４民判事 H26.4.1 熊本地裁３民部総括 H23.4.1 東京高裁２１民判事 H20.4.1 佐賀地家裁判事 H17.4.1 横浜地裁９民判事 H15.4.1 秋田地家裁判事 H14.4.1 秋田家地裁判事 H12.4.10 東京地裁判事 一木文智
9 片岡早苗 かたおかさなえ 高橋 48 H21.4.1 二弁 高橋早苗法律事務所 1 H27.4.1 知財高裁第２部判事 H24.4.1 横浜地裁４民判事 H23.4.1 大阪地裁２４民判事 H21.4.1 大阪高裁８民判事（弁護士任官・二弁） 片岡早苗
10 小倉真樹 おぐらまさき 　 42 H19.4.1 奈良弁 （不明） H29.4.1 大阪高裁１２民判事 H26.4.1 神戸地家裁尼崎支部判事H23.4.1 盛岡地家裁判事 H21.4.1 大阪地裁１５民判事 H19.4.1 大阪高裁２民判事（弁護士任官・奈良弁） 小倉真樹
11 安部朋美 あべともみ 　 50 H28.4.1 兵庫弁 安部朋美法律事務所 1 H28.4.1 大阪高裁１２民判事（弁護士任官・兵庫弁） 安部朋美
12 竹内浩史 たけうちひろし 　 39 H15.4.1 愛知弁 （不明） H29.4.1 大阪高裁１４民判事 H26.4.1 大分地裁１民部総括 H22.4.1 横浜地裁６民判事 H19.4.1 さいたま地家裁川越支部判事H17.4.1 東京地裁１７民判事 H16.4.1 東京高裁２３民判事 H15.4.1 東京地裁判事（弁護士任官・愛知弁） 竹内浩史
13 大畑道広 おおはたみちひろ 　 54 東大 H23.4.1 大弁 鳩谷・別城・大畑法律事務所 6 H28.4.1 大阪高裁１４民判事 H26.4.1 神戸地家裁伊丹支部判事H23.10.17 千葉地家裁判事 H23.4.1 千葉地裁判事補（弁護士任官・大弁） 大畑道広
14 金久保茂 かなくぼしげる 　 50 H28.4.1 東弁 腰原・金久保法律事務所 2 H28.4.1 名古屋高裁４民判事（弁護士任官・東弁） 金久保茂
15 長丈博 ちょうたけひろ 　 56 H23.4.1 熊本弁 山崎法律事務所 2 H29.4.1 広島高裁第２部判事（民事） H26.4.1 鹿児島地家裁判事 H23.4.1 大阪地裁判事補（弁護士任官・熊本弁） 長丈博
16 岸本寛成 きしもとひろなり 　 42 京大 H26.10.1 大弁 真成法律事務所 2 H26.10.1 福岡高裁５民判事（弁護士任官・大弁） 岸本寛成
17 北澤純一 きたざわじゅんいち 　 39 H15.10.1 東弁 （不明） H28.4.1 東京地裁４民部総括 H25.4.1 岡山地裁１民部総括 H22.4.1 東京高裁９民判事 H19.4.1 さいたま地家裁越谷支部判事H17.4.1 東京地裁判事 H16.4.1 東京高裁９民判事 H15.10.1 東京地裁判事（弁護士任官・東弁） 北澤純一
18 嶋末和秀 しますえかずひで 　 42 H17.10.1 一弁 （不明） H26.4.1 東京地裁２９民部総括（知財部） H24.4.1 横浜地裁８民判事 H21.4.1 名古屋高裁４民判事 H17.10.1 知財高裁第３部判事（弁護士任官・一弁） 嶋末和秀
19 棚橋哲夫 たはなしてつお 　 41 東大 H6.10.1 東弁 （不明） H28.2.9 東京家裁家事第３部部総括 H27.4.1 東京高裁２０民判事 H24.4.1 秋田地裁１民部総括 H21.4.1 東京高裁１７民判事 H18.4.1 札幌地家裁苫小牧支部長H15.4.1 東京地裁判事 H12.4.1 旭川地家裁判事 H11.4.11 青森地家裁八戸支部判事棚橋哲夫
20 渡辺力 わたなべちから 　 47 H21.4.1 栃木弁 のぞみ法律事務所 2 H27.4.1 東京地裁４民判事 H24.4.1 水戸家地裁下妻支部判事H22.4.1 仙台地家裁判事 H21.4.1 仙台高裁３民判事（弁護士任官・栃木弁） 渡辺力
21 清野英之 せいのひでゆき 　 51 早稲田大 H24.4.1 東弁 弁護士法人渋谷パブリック法律事務所8 H27.4.1 東京地裁７民判事 H24.4.1 福岡高裁３民判事（弁護士任官・東弁） 清野英之
22 小川直人 おがわなおと 　 48 H13.10.1 横浜弁 （不明） H29.4.1 東京地裁９民判事（保全部） H26.4.1 福島家地裁判事 H23.4.1 仙台高裁２民判事 H22.4.1 青森家地裁判事 H20.4.1 青森地家裁判事 H18.4.11 福島家地裁郡山支部判事H17.4.1 福島地家裁郡山支部判事補H13.10.1 東京地裁判事補（弁護士任官・横浜弁）小川直人
23 阿部雅彦 あべまさひこ 　 49 H15.10.1 横浜弁 （不明） H29.4.1 東京地裁１１民判事（労働部） H26.4.1 山形地家裁鶴岡支部長H23.4.1 千葉地家裁判事 H20.4.1 札幌家地裁判事 H19.4.10 札幌地家裁判事 H19.4.1 札幌地家裁判事補 H15.10.1 東京地裁判事補（弁護士任官・横浜弁） 阿部雅彦
24 下嶋崇 しもじまたかし 　 51 H21.4.1 千葉弁 下総法律事務所 2 H27.4.1 東京地裁１３民判事 H24.4.1 千葉地家裁木更津支部判事H23.4.1 名古屋地裁６民判事 H21.4.11 名古屋高裁２民判事 H21.4.1 名古屋地裁判事補（弁護士任官・千葉弁） 下嶋崇
25 塚原聡 つかはらさとる 　 45 H19.10.1 東弁 塚原法律事務所 1 H29.4.1 東京地裁２１民判事（執行部） H26.4.1 宮崎地家裁延岡支部長H23.4.1 東京地裁判事 H19.10.1 福岡高裁４民判事（弁護士任官・東弁） H12.3.31 （辞職） H11.4.1 東京地検検事 H8.4.1 大阪法務局訟務部付 塚原聡
26 中尾隆宏 なかおたかひろ 　 49 H24.4.1 東弁 東京銀座法律事務所 7 H27.4.1 東京地裁２３民判事 H25.4.1 広島地家裁判事 H24.4.1 広島高裁第２部判事（弁護士任官・東弁） 中尾隆宏
27 山田兼司 やまだけんじ 　 54 慶応大 H25.4.1 一弁 小林総合法律事務所 6 H28.4.1 東京地家裁立川支部判事 H25.4.1 大阪高裁６民判事（弁護士任官・一弁） H19.3.31 （辞職） H18.4.1 東京地検八王子支部検事H17.4.1 東京地検検事 H15.4.1 福島地検郡山支部検事H14.4.1 千葉地検検事 山田兼司
28 遠藤曜子 えんどうようこ 　 44 H23.4.1 二弁 坂本法律事務所 3 H29.4.1 東京家地裁立川支部判事 H26.4.1 千葉地家裁判事 H23.4.1 大阪高裁８民判事（弁護士任官・二弁） 遠藤曜子
29 田口紀子 たぐちのりこ 　 39 H16.4.1 二弁 （不明） H29.4.1 横浜家裁家事第１部部総括 H26.4.1 新潟家地裁判事 H23.4.1 東京地裁５０民判事 H20.4.1 札幌地家裁判事 H17.4.1 東京家地裁八王子支部判事（弁護士任官・二弁）H16.4.1 東京地家裁八王子支部判事（弁護士任官・二弁） H5.3.31 （辞職） 田口紀子
30 菅野正二朗 かんのしょうじろう 　 43 H21.4.1 一弁 菅野法律事務所 1 H27.4.1 横浜地裁４民判事（医事部） H24.4.1 名古屋地裁７民判事 H21.4.1 東京高裁１５民判事（弁護士任官・一弁） 菅野正二朗
31 本多哲哉 ほんだてつや 　 48 H20.6.1 東弁 本多法律事務所 1 H29.4.1 横浜地裁５民判事（医事部） H26.4.1 大津地家裁彦根支部長H23.4.26 東京地裁判事 H22.4.1 仙台地家裁判事 H21.4.1 仙台地裁判事 H20.6.1 仙台高裁１民判事（弁護士任官・東弁） 本多哲哉
32 槐智子 えんじゅともこ 渡辺 42 H15.10.1 横浜弁 （不明） H28.4.1 横浜家裁家事第１部判事 H25.4.1 静岡地家裁判事 H22.4.1 さいたま地家裁判事 H21.4.1 名古屋家地裁岡崎支部判事H19.4.1 名古屋地家裁岡崎支部判事H15.10.1 東京地裁判事（弁護士任官・横浜弁） 槐智子
33 清水克久 しみずかつひさ 　 48 H14.4.1 東弁 （不明） H28.4.1 横浜家地裁小田原支部判事 H25.4.1 東京地裁１０民判事 H22.4.1 静岡地家裁判事 H19.4.1 横浜地家裁相模原支部判事H18.4.11 名古屋家地裁豊橋支部判事H17.4.1 名古屋家地裁豊橋支部判事補H14.4.1 東京地裁判事補（弁護士任官・東弁） 清水克久
34 吉村美夏子 よしむらみかこ 長尾 41 H12.6.7 二弁 （不明） H27.4.1 横浜家地裁相模原支部判事 H24.4.1 福岡高裁２民判事 H21.4.1 さいたま地家裁判事 H18.4.1 東京地裁判事 H15.4.1 盛岡家地裁判事 H12.6.7 横浜地裁判事（弁護士任官・二弁） 吉村美夏子
35 野口忠彦 のぐちただひこ 　 38 慶応大 H4.4.1 埼玉弁 （不明） H26.12.6 さいたま地裁川越支部第２部部総括H24.4.1 東京高裁１２民判事 H21.4.1 前橋地家裁桐生支部判事H18.4.1 東京高裁１０民判事 H14.4.1 さいたま家地裁越谷支部判事H10.4.1 東京地裁判事 H8.4.11 福島地家裁郡山支部判事H7.4.1 福島地家裁郡山支部判事補野口忠彦
36 外山勝浩 とやまかつひろ 　 45 H12.11.1 東弁 （不明） H28.4.1 さいたま地家裁熊谷支部判事 H25.4.1 東京地裁３３民判事 H22.4.1 新潟地家裁高田支部長H19.4.1 東京地裁判事 H15.4.9 新潟地家裁判事 H15.4.1 新潟地家裁判事補 H12.11.1 東京地裁判事補（弁護士任官・東弁） 外山勝浩
37 井筒径子 いづつけいこ 羽渕 49 H13.3.1 一弁 （不明） H27.4.1 さいたま地家裁熊谷支部判事 H24.4.1 千葉地家裁判事 H21.4.11 宇都宮地家裁判事 H21.4.1 宇都宮地家裁判事補 H19.4.1 さいたま地家裁判事補H16.4.1 横浜地家裁相模原支部判事補H13.3.1 東京地裁判事補（弁護士任官・一弁） 井筒径子
38 青木裕史 あおきひろし 　 49 H17.4.1 東弁 （不明） H29.4.1 千葉地家裁判事 H26.4.1 長野家地裁上田支部判事H23.4.1 東京地裁判事 H20.4.1 前橋地家裁判事 H19.4.10 千葉地家裁松戸支部判事H17.4.1 千葉地家裁松戸支部判事補（弁護士任官・東弁） 青木裕史
39 山田健男 やまだたけお 　 45 H25.10.1 二弁 （公正取引委員会） H29.4.1 千葉地家裁松戸支部判事 H25.10.1 大阪高裁５民判事（弁護士任官・二弁） 山田健男
40 寺澤真由美 てらさわまゆみ 水岸 47 H18.6.1 福岡弁 （不明） H29.4.1 水戸地裁刑事部総括 H26.4.1 山形地裁刑事部部総括H25.4.1 東京家地裁立川支部判事H22.4.1 東京地家裁立川支部判事H18.6.1 名古屋地裁判事（弁護士任官・福岡弁） H13.3.31 （依願退官） H12.4.1 福岡地検小倉支部検事寺澤真由美
41 山本健一 やまもとけんいち 　 51 H25.10.1 二弁 六番町総合法律事務所 5 H29.4.1 静岡地家裁浜松支部判事 H27.4.1 名古屋地裁６民判事 H25.10.1 名古屋高裁４民判事（弁護士任官・二弁） 山本健一
42 前原栄智 まえはらえいち 　 51 H18.9.1 愛知弁 （不明） H27.4.1 大阪地裁５民判事（労働部） H24.4.1 鳥取地家裁米子支部判事H21.4.11 大阪高裁１１民判事 H21.4.1 大阪地裁判事補 H18.9.1 札幌地裁判事補（弁護士任官・愛知弁） 前原栄智
43 石上興一 いしがみこういち 　 59 H26.4.1 愛知弁 石上弁護士法人 2 H29.4.1 大阪地裁１８民判事 H28.10.16 福岡地家裁判事 H26.4.1 福岡地家裁判事補（弁護士任官・愛知弁） 石上興一
44 塩原学 しおばらまなぶ 　 57 H22.4.1 東弁 助川法律事務所 10 H28.4.1 大阪地裁２４民判事 H26.10.16 さいたま地家裁熊谷支部判事H25.4.1 さいたま地家裁熊谷支部判事補H22.4.1 札幌地裁判事補（弁護士任官・東弁） 塩原学
45 浅井隆彦 あさいたかひこ 　 40 H18.10.1 大弁 （不明） H28.4.1 大阪地家裁岸和田支部判事 H25.4.1 大阪高裁４民判事 H22.4.1 神戸地家裁姫路支部判事H20.4.1 大阪地裁２２民判事 H18.10.1 大阪高裁３民判事（弁護士任官・大弁） 浅井隆彦
46 本多久美子 ほんだくみこ 　 39 H19.10.1 奈良弁 わかくさ法律事務所 9 H29.8.29 神戸地裁３民部総括（破産再生執行保全部）H27.4.1 神戸地裁１民部総括（交通部）H26.4.1 大阪高裁８民判事 H23.4.1 静岡地家裁判事 H22.4.1 大阪地裁判事 H19.10.1 大阪高裁１２民判事（弁護士任官・奈良弁） 本多久美子
47 今城智徳 いましろとものり 63 S59.10.11 大弁 きっかわ法律事務所 28 H29.4.1 神戸地家裁判事補（弁護士任官・大弁） 今城智徳
48 上田日出子 うえだひでこ 　 34 京大 H20.10.1 兵庫弁 上田日出子法律事務所 1 H27.4.1 神戸家地裁尼崎支部判事 H24.4.1 岐阜家地裁判事 H23.4.1 大阪地裁２２民判事 H20.10.1 大阪高裁７民判事（弁護士任官・兵庫弁） 上田日出子
49 榎本康浩 えのもとやすひろ 　 48 H24.4.1 岡山弁 弁護士法人岡山パブリック法律事務所15 H28.4.1 神戸家地裁姫路支部判事 H25.4.1 広島地家裁判事 H24.4.1 大阪高裁１民判事（弁護士任官・岡山弁） 榎本康浩
50 野上あや のがみあや 小滝 46 H21.4.1 大弁 北浜法律事務所 49 H27.4.1 和歌山家地裁判事 H24.4.1 大阪地裁判事 H21.4.1 広島高裁第２部判事（弁護士任官・大弁） 野上あや
51 上田卓哉 うえだたくや 　 40 H15.4.1 大弁 （不明） H28.4.1 和歌山地家裁田辺支部長 H25.4.1 大阪高裁９民判事（家事抗告集中部）H22.4.1 津地家裁四日市支部判事H19.4.1 京都地裁２民判事 H17.4.1 知財高裁第２部判事 H16.4.1 東京高裁知財第１部判事H15.4.1 東京地裁判事（弁護士任官・大弁） 上田卓哉
52 黒澤圭子 くろさわけいこ 　 53 H25.10.1 東弁 濱田広道法律事務所 4 H29.4.1 名古屋家裁家事第１部判事 H28.4.1 東京地裁２５民判事 H25.10.1 東京高裁１９民判事（弁護士任官・東弁） 黒澤圭子
53 津田裕 つだひろし 　 61 H26.4.1 兵庫弁 神戸シーサイド法律事務所 5 H29.4.1 津地家裁四日市支部判事補 H26.4.1 千葉地家裁判事補（弁護士任官・兵庫弁） 津田裕
54 廣田泰士 ひろたやすし 　 42 H9.10.1 群馬弁 （不明） H27.4.1 富山地裁民事部部総括 H23.4.1 東京高裁８民判事 H20.4.1 新潟家地裁判事 H16.4.1 前橋地家裁高崎支部判事H12.4.10 水戸地家裁判事 H12.4.1 水戸地家裁判事補 H9.10.1 東京地裁判事補（弁護士任官・群馬弁） 廣田泰士
55 吉田祈代 よしだきよ 　 54 中央大 H23.4.1 東弁 阿部法律事務所 6 H29.4.1 富山地家裁判事 H26.4.1 神戸地裁２民判事（行政部）H24.4.1 福岡地家裁判事 H23.10.17 福岡高裁２民判事 H23.4.1 福岡地裁判事補（弁護士任官・東弁） 吉田祈代
56 泉薫 いずみかおる 　 36 東大 H23.4.1 大弁 弁護士法人淀屋橋法律事務 20 H28.4.1 山口地家裁下関支部長 H25.4.1 大阪地裁１９民判事（医事部）H23.4.1 大阪高裁７民判事（弁護士任官・大弁） 泉薫
57 山口格之 やまぐちのりゆき 　 44 H16.7.1 広島弁 （不明） H29.4.1 山口地家裁周南支部長 H26.4.1 熊本地家裁判事 H23.4.1 広島地家裁判事 H20.4.1 広島家地裁福山支部判事H17.4.1 高松高裁第４部判事 H16.7.1 高松地家裁判事（弁護士任官） 山口格之
58 佐々木愛彦 ささきのりひこ 　 51 H20.4.1 広島弁 なるひこ法律事務所 1 H29.4.1 岡山地家裁判事 H26.4.1 広島家地裁判事 H23.4.1 熊本地家裁判事 H21.4.11 高松高裁第２部判事 H20.4.1 高松地家裁判事補（弁護士任官・広島弁） 佐々木愛彦
59 片山昭人 かたやまあきひと 　 39 東大 H19.10.1 二弁 フレッシュフィールズブルックハウスデリンガー外国法事務弁護士事務所22 H29.10.1 福岡地裁４民部総括（破産再生執行保全部）H27.4.1 福岡地裁２民部総括 H26.4.1 福岡高裁３民判事 H23.4.1 熊本地裁３民部総括 H19.10.1 千葉地裁判事（弁護士任官・二弁） H2.3.31 （依願退官） H1.4.1 福岡地家裁小倉支部判事補片山昭人
60 澤井真一 さわいしんいち 　 49 H13.7.1 埼玉弁 （不明） H29.4.1 大分地家裁中津支部長 H28.4.1 東京地裁９民判事（保全部）H25.4.1 東京地裁１５民判事 H22.4.1 那覇地家裁判事 H19.4.10 東京家地裁八王子支部判事H19.3.22 東京家地裁八王子支部判事補H16.4.1 札幌地家裁判事補 H13.7.1 東京地裁判事補（弁護士任官・埼玉弁）澤井真一
61 山根良実 やまねよしみ 橋本 59 H24.4.1 福岡弁 弁護士法人奔流 14 H27.4.1 熊本地家裁判事補 H24.4.1 名古屋地裁判事補（弁護士任官・福岡弁） 山根良実
62 藤田光代 ふじたみつよ 　 38 H16.4.1 熊本弁 （不明） H27.4.1 宮崎地裁１民部総括 H24.4.1 福岡地家裁久留米支部判事H21.4.1 鹿児島地家裁判事 H19.4.1 福岡地家裁判事 H16.4.1 福岡高裁１民判事（弁護士任官・熊本弁） 藤田光代
63 剣持淳子 けんもつじゅんこ 　 50 東大 H13.4.1 一弁 （不明） H28.4.1 那覇地裁１民部総括 H25.4.1 東京地裁４９民判事 H22.3.25 総研書研部教官 H20.4.12 大阪高裁４民判事 H19.4.1 大阪地裁判事補 H16.4.1 富山地家裁判事補 H13.4.1 横浜地裁判事補（弁護士任官・一弁） 剣持淳子
64 杉森洋平 すぎもりようへい 　 58 H28.4.1 東弁 本林・青木・千葉法律事務所 4 H29.4.1 仙台地家裁判事 H28.4.1 仙台高裁２民判事（弁護士任官・東弁） 杉森洋平
65 木村哲彦 きむらてつひこ 　 47 H15.10.1 大弁 （不明） H28.4.1 高松地家裁判事 H25.4.1 広島高裁第３部判事（民事）H23.4.1 佐賀地家裁武雄支部長H22.4.1 佐賀地家裁武生支部判事H19.6.1 神戸地家裁判事 H19.4.1 神戸地裁判事 H17.4.12 広島地家裁判事 H15.10.1 広島地家裁判事補（弁護士任官・大弁）木村哲彦
66 木山智之 きやまさとし 　 54 大阪大 H24.4.1 大弁 中本総合法律事務所 23 H29.4.1 高松地家裁判事 H27.4.1 鳥取家地裁米子支部判事H25.4.1 東京地裁判事 H24.4.1 東京高裁１９民判事（弁護士任官・大弁） 木山智之

1 / 1 


