
北海道 小林 由佳子 佐藤 智子

青　森 丹藤 伴江 千歳 和哉
岩　手 小山 理恵
宮　城 柏舘 直子 黒澤 大樹 佐藤 いずみ 松田 雪香
秋　田 利部 徳子

茨　城 柴田 衣里 竹島 絹子 野口 里枝 山本 美希子
栃　木 加藤 直子 多田 和美
群　馬 飯塚 円香 井上 和子 松澤 さつき
埼　玉 市川 真仁 直林 奈月 笹 秀典 永田 のぞみ
千　葉 宮原 正順
東　京 青野 抄子 秋谷 文 東 裕福 有川 美樹子 飯倉 絵理 飯田 美穂 上田（勝村） 弥生

内田 明花 榎本 直美 小笠原 智香 岡部 葉子 瀧澤（尾西）芳子 小野 陽子 河村 美玲
喜納 奈緒 木村 美葵 窪 麻由美 後藤 妙恵子 十藏寺 晶子 宋 美玄 丹野 純香
戸田 里実 西（田中） 弥生 西ヶ谷 順子 増田 美香子 班目  有加 水野 鳳子 村岡 光恵
山内 美和 吉田 純子 和田 貴子

神奈川 渥美 治世 荒田 与志子 飯沼 綾子 出内 治奈 植田 啓 大井手 志保 柏木 寛史
川端 伊久乃 齊藤 真 櫻井 真由美 下田 隆仁 鈴木 元晴 高江 正道 高橋 千果
中金 朗子 水谷 美貴 山田 真理子 山本 ゆり子 吉岡 伸人 𠮷村 嘉広

山　梨 海部 真美子 上條 かほり
長　野 池田 枝里 山本 かおり
静　岡 大川 直子 田島 浩子 長橋 ことみ 成瀬 香織 西尾 真由子 平井 強

新　潟 石黒 竜也 小林 弘子 佐藤 ひとみ
富　山 稲田 貢三子 竹村 京子 福田 香織 山崎 悠紀
石　川 朝本 明弘
福　井 知野 陽子

愛　知 小畑 直子 佐野 美保 清田 朋美 関谷 陽子 東 真規子 三井 寛子
三　重 川村 真奈美 宮﨑 綾子

滋　賀 多賀 敦子 樋口 明日香 丸山 俊輔
京　都 安達 絵美 小石 まゆみ 佐々木 聖子 田中 紀子 東 弥生
大　阪 尾上 昌世 後安 聡子 谷和 光 張 良実 山下 衣里子 米田 美幸保
兵　庫 安座間 幸愛 上松 和彦 川北 かおり 河崎 あさひ 志水 香保里 田島 里奈 田中 宏幸

升 エルケ 村田 純江 八木 千賀
奈　良 高山 明子 山田 有紀
和歌山 石丸 将之

岡　山 小谷 早葉子 酒本 あい 高吉 理子 森田 照美
広　島 佐野 祥子

徳　島 小倉 智子
香　川 戸田 千
愛　媛 鵜久森 夏世 高木 香津子
高　知 上野 晃子

福　岡 遠城 幸子 後藤 薫 城田 京子 日浅 佳奈 藤田 愛 星野 香 吉賀 由佳
佐　賀 白水 信之 福田 亜紗子
長　崎 関本 眞由美 藤原 恵美子
熊　本 伊藤 史子 宮原 陽
宮　崎 甲斐 克秀 瀬口 清美
沖　縄 島袋 美奈子 友利 俊一

＊175名の受講終了者のうち、HP掲載を承諾した受講者氏名を掲載しています

以上159名

女性のヘルスケアアドバイザー養成プログラム
平成28年度受講修了者
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