
2019年度本科講座 成績優秀者

A組︓12名　（修了者 115中上位約1割）
順位 会社名 ⽒名（敬称略）

1 トーア再保険株式会社 薦田 佳歩
2 損害保険ジャパン株式会社 中根　  淳
3 損害保険ジャパン株式会社 ⻑⾕川 諒
4 トーア再保険株式会社 冨田 恭平
5 トーア再保険株式会社 鮫島 悠介
6 損害保険ジャパン株式会社 乃村 ⾏彦
7 損害保険ジャパン株式会社 藤村 啓介
8 東京海上日動リスクコンサルティング株式会社 安嶋 大稀
9 三井住友海上火災保険株式会社 並木 貴大
10 トーア再保険株式会社 野田 璃子
11 三井住友海上火災保険株式会社 加藤 千尋
12 東京海上日動火災保険株式会社 德永 湧介

B組︓11名　（修了者 110中上位約1割） 　
順位 会社名 ⽒名（敬称略）

1 東京海上日動火災保険株式会社 三浦 隆輔
2 東京海上日動火災保険株式会社 今井 玲男
3 東京海上日動火災保険株式会社 北　  航平
4 損害保険ジャパン株式会社 岡田 光生
5 三井住友海上火災保険株式会社 上野 紘毅
5 一般財団法人 あんしん財団 渡邉 美雪
7 明治安田損害保険株式会社 小川 和子
8 マーシュ ブローカー ジャパン株式会社 岡村　　奏
9 三井住友海上火災保険株式会社 鈴木 彩花
10 三井住友海上火災保険株式会社 浴永 健弘
11 東京海上日動火災保険株式会社 森　 聖華

C組︓12名　（修了者 121中上位約1割） 　
順位 会社名 ⽒名（敬称略）

1 損害保険料率算出機構 高塚 賢多
2 損害保険料率算出機構 ⻲井 真吾
3 東京海上日動火災保険株式会社 矢作 公宏
4 損害保険ジャパン株式会社 山川 賢人
5 損害保険料率算出機構 村元 孝多
6
7 三井住友海上火災保険株式会社 小⾕ 峻平
7 損害保険料率算出機構 平井 千香子
9 三井住友海上火災保険株式会社 岩⾕ 彩香
10 損害保険ジャパン株式会社 平山 和貴
11 損害保険ジャパン株式会社 髙嶋 恵利
12 損害保険料率算出機構 安達 郁真

　　　　　　　　　　　＊成績優秀者は計71名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うち各クラス上位3名は特別成績優秀賞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊⽒名公表を辞退された方については掲載しておりません。
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D組︓13名　（修了者 119中上位約1割） 　
順位 会社名 ⽒名（敬称略）

1 損害保険料率算出機構 三角 優理子
2 損害保険料率算出機構 小島 梨香
3 損害保険料率算出機構 吉橋 雅人
4 東京海上日動火災保険株式会社 山八 哲矢
5 三井住友海上火災保険株式会社 松浦　  葵
5 損害保険料率算出機構 ⼄咩 有⾥香
7 三井住友海上火災保険株式会社 茅原 梨奈
8 損害保険料率算出機構 野本 真由
9 東京海上日動火災保険株式会社 東　  浩之
10 東京海上日動火災保険株式会社 田中 健太
11 三井住友海上火災保険株式会社 野村 悠介
12 三井住友海上火災保険株式会社 大村 杏⾥紗
12 損害保険料率算出機構 中島 聖⻯

E組︓12名　（修了者 116中上位約1割） 　
順位 会社名 ⽒名（敬称略）

1 損害保険ジャパン株式会社 辻　  貴仁
2 東京海上日動火災保険株式会社 橋⼾ 健太郎
3 三井住友海上火災保険株式会社 関野 良樹
4 東京海上日動火災保険株式会社 津村 治輝
5 三井住友海上火災保険株式会社 佐藤 良亮
6 三井住友海上火災保険株式会社 富永 波輝
7 三井住友海上火災保険株式会社 小池 直人
8 東京海上日動火災保険株式会社 岡田 真由
9 損害保険ジャパン株式会社 髙橋 賢多郎
10 東京海上日動火災保険株式会社 藤岡 知也
11 共栄火災海上保険株式会社 松本 春花
12 東京海上日動火災保険株式会社 高杉 昂生

F組︓11名　（修了者 114中上位約1割） 　
順位 会社名 ⽒名（敬称略）

1 三井住友海上火災保険株式会社 大久保 創理
2 東京海上日動火災保険株式会社 萬年 隆裕
3 東京海上日動火災保険株式会社 宮澤 拓也
4 東京海上日動火災保険株式会社 山田 晃大
5 東京海上日動火災保険株式会社 岡田 航太
6 三井住友海上火災保険株式会社 大本 智士
7 東京海上日動火災保険株式会社 渡辺 由崇
8 日本損害保険協会 菅原 英美
9 三井住友海上火災保険株式会社 田中 達也
10 損害保険ジャパン株式会社 清水　  翔
11 東京海上日動火災保険株式会社 頓所 史章
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