
2020年度本科講座 成績優秀者

A組︓18名　（修了者 183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 小濱　遼
2 三井住友海上火災保険株式会社 遠藤 実夏
3 トーア再保険株式会社 千田 一紘
4 トーア再保険株式会社 近藤 一輝
5 東京海上日動火災保険株式会社 住吉 瑞基
6 東京海上日動火災保険株式会社 鈴⽊ 雅弘
7 三井住友海上火災保険株式会社 四宮 遼介
8 三井住友海上火災保険株式会社 高橋 和宏
9 東京海上日動火災保険株式会社 渡部 大樹
9 三井住友海上火災保険株式会社 中川 尚哉
11 三井住友海上火災保険株式会社 川井 皓太
12 三井住友海上火災保険株式会社 安井 綾菜
13 損害保険ジャパン株式会社 ⿊田 洸樹
14 東京海上日動火災保険株式会社 菅沼 佑美
14 トーア再保険株式会社 野口　祥
16 東京海上日動火災保険株式会社 小谷 春日
17 東京海上日動火災保険株式会社 捧　千夏
18 東京海上日動火災保険株式会社 小笠原 ⻁太朗

B組︓18名　（修了者 183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 ⻄坂 卓⼈
2 東京海上日動火災保険株式会社 浅沼 遼平
3 東京海上日動火災保険株式会社 関田 信吾
4 東京海上日動火災保険株式会社 栁川　輝
5 三井住友海上火災保険株式会社 松下 真彩
6 東京海上日動火災保険株式会社 中村 隆真
7 東京海上日動火災保険株式会社 岩本 龍之介
8 東京海上日動火災保険株式会社 ⻑谷川 夏
9 東京海上日動火災保険株式会社 鈴⽊ 夏帆
10 東京海上日動火災保険株式会社 深津 菜穂
10 三井住友海上火災保険株式会社 濱石 莉沙
12 損害保険ジャパン株式会社 吉田 奈未
12 東京海上日動火災保険株式会社 齋藤 智紘
14 東京海上日動火災保険株式会社 ⾦井 萌花
14 東京海上日動火災保険株式会社 三枝　聖
16 一般社団法⼈日本損害保険協会 五⼗嵐 隆一
17 損害保険ジャパン株式会社 太田　恵
18 三井住友海上火災保険株式会社 宮田 綾乃

　　　　　　　　　　　＊成績優秀者は計134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。

本科特別成績優秀賞

本科特別成績優秀賞



C組︓20名　（修了者 204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 松原 礼門
2 三井住友海上火災保険株式会社 下刎 直紀
3 東京海上日動火災保険株式会社 山科 美緒
4 東京海上日動火災保険株式会社 ⻤原 久弥
4 日本地震再保険株式会社 田代 裕太郎
6 東京海上日動火災保険株式会社 渡邊 紗代
7 東京海上日動火災保険株式会社 新造 英朗
8 東京海上日動火災保険株式会社 藤本 純也
8 三井住友海上火災保険株式会社 井上 晴貴
10 東京海上日動火災保険株式会社 久下 遼子
11 東京海上日動火災保険株式会社 中村 雄貴
11 東京海上日動火災保険株式会社 松野 純兵
13 三井住友海上火災保険株式会社 野尻 航平
14 三井住友海上火災保険株式会社 佐久間 彩
15 三井住友海上火災保険株式会社 辻　萌香
16 東京海上日動火災保険株式会社 小林　誠
17 損害保険ジャパン株式会社 橋本 菜央
17 東京海上日動火災保険株式会社 杉山 大輝
19 東京海上日動火災保険株式会社 後藤 紗樹
19 三井住友海上火災保険株式会社 中塚 俊樹

D組︓17名　（修了者 172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 勝田 湧心
2 損害保険ジャパン株式会社 伊藤 龍之介
3 東京海上日動火災保険株式会社 檜　実花
4 東京海上日動火災保険株式会社 ⾦子 亮也
5 東京海上日動火災保険株式会社 田中 佑弥
6 東京海上日動火災保険株式会社 東 遼太郎
7 東京海上日動火災保険株式会社 鈴⽊ 雄大
8 三井住友海上火災保険株式会社 鴻巣　渉
9 東京海上日動火災保険株式会社 ⻑谷川 千紘
10 三井住友海上火災保険株式会社 ⿊川 初太郎
11 東京海上日動火災保険株式会社 川又 聖史
12 AIG損害保険株式会社 森⼾ 南菜美
13 三井住友海上火災保険株式会社 筒井 正⼆郎
14 三井住友海上火災保険株式会社 小曽根 絵実
15 東京海上日動火災保険株式会社 下　真由
16 東京海上日動火災保険株式会社 藤井 一毅
17 東京海上日動火災保険株式会社 國井 真美
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本科特別成績優秀賞



E組︓19名　（修了者 183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 萱場 悠貴
2 三井住友海上火災保険株式会社 河本 倫太郎
3 三井住友海上火災保険株式会社 佐藤 真耶
4 東京海上日動火災保険株式会社 ⼟屋 數宜
5 AIG損害保険株式会社 本多 由依
5 三井住友海上火災保険株式会社 橋本 友美子
7 東京海上日動火災保険株式会社 梶原 章弘
8 東京海上日動火災保険株式会社 本條 太郎
9 東京海上日動火災保険株式会社 桝田 有紗
10 損害保険ジャパン株式会社 下田 菜都美
10 東京海上日動火災保険株式会社 神野 紗貴
12 損害保険ジャパン株式会社 有本 聡子
13 株式会社 INPEX 出口 智章
14 東京海上日動火災保険株式会社 三⽊ 天音
15 東京海上日動火災保険株式会社 大熊 瑞穂
16 東京海上日動火災保険株式会社 岩瀨 篤郎
17 三井住友海上火災保険株式会社 伊藤 健太
18 東京海上日動火災保険株式会社 三塚 百子
18 日新火災海上保険株式会社 森 咲希子

F組︓20名　（修了者 196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 野﨑 大哉
2 東京海上日動火災保険株式会社 小出 奈緒
3 東京海上日動火災保険株式会社 丹治 春佳
4 三井住友海上火災保険株式会社 村井 理紗子
5 東京海上日動火災保険株式会社 乾　彰悟
6 損害保険ジャパン株式会社 高山 和子
7 東京海上日動火災保険株式会社 佐々⽊ 俊作
8 三井住友海上火災保険株式会社 河田 裕貴
9 三井住友海上火災保険株式会社 丸川 侑香
10 東京海上日動火災保険株式会社 ⽊村 太軌
11 損害保険料率算出機構 矢島 旦景
12 東京海上日動火災保険株式会社 中山 穂南
13 東京海上日動火災保険株式会社 大川 裕己
14 三井住友海上火災保険株式会社 中⻄ ⾥花
15 三井住友海上火災保険株式会社 脇永 奈津子
16 損害保険ジャパン株式会社 田崎 美音
17 東京海上日動火災保険株式会社 柘植 絢香
17 三井住友海上火災保険株式会社 小川 夢斗
19 三井住友海上火災保険株式会社 安原 悠太
20 損害保険ジャパン株式会社 芝　千尋

本科特別成績優秀賞

本科特別成績優秀賞



G組︓22名　（修了者 197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 後藤 孝彰
1 東京海上日動火災保険株式会社 ⾦田　翼
3 損害保険料率算出機構 池田 詩織
4 東京海上日動火災保険株式会社 上辻 莉沙
5 三井住友海上火災保険株式会社 窪田 美央子
6 東京海上日動火災保険株式会社 廣田　涼
7 三井住友海上火災保険株式会社 南雲 拓⾺
8 三井住友海上火災保険株式会社 ⿊⽊ 将也
9 損害保険料率算出機構 林 綺良々
9 損害保険料率算出機構 平塚 美帆
11 東京海上日動火災保険株式会社 前原 聡太
12 東京海上日動火災保険株式会社 富田 めぐみ
13
14 東京海上日動火災保険株式会社 竹内 春花
15 損害保険料率算出機構 横山 真生
16 東京海上日動火災保険株式会社 中島 優香
17 東京海上日動火災保険株式会社 板倉 圭吾
18 東京海上日動火災保険株式会社 ⻄向 真央
18 三井住友海上火災保険株式会社 浅井　萌
20 損害保険料率算出機構 大和田 孝文
20 東京海上日動火災保険株式会社 近川 奈央
20 東京海上日動火災保険株式会社 武田　彩

本科特別成績優秀賞


