
北海道 鈴木 美和 滝本 可奈子

青　森 橋本 吏可子
宮　城 藤本 久美子 牧野 浩充
秋　田 藤嶋 明子
福　島 矢澤 美穂子

茨　城 北野 理絵 佐々木 怜子 佐藤 愛佳 辻本 夏樹 福地 弘子 船橋 宏幸
群　馬 木暮 さやか 篠崎 博光
埼　玉 岩佐 尚美 鎌田 裕之 仲神 宏子
千　葉 加来 建志 佐野 麻利子 髙木 亜由美 高嶺 智子 森 忍
東　京 秋山 育美 荒木 香央里 安東 瞳 伊賀 貴子 池田 真理子 石橋 智子 五十畑 葵

井谷 よしみ 板橋 香奈 伊藤 路奈 今永 兼良 上原 一朗 荻島 樹里 小野 良子
加藤 理恵子 金沢 純子 神谷 英里 楠原 淳子 近藤 由美子 斎藤 理恵 佐古 悠輔
佐藤 典子 新屋 芳里 菅 裕佳子 髙木 美樹 竹元 葉 武谷 千晶 田中 美香
津田 浩史 戸田 美帆 長井 咲樹 永石 眞木 永江 世佳 中江 華子 永田 怜子
中山 琢生 野坂 直子 服部 昌美 馬場 聡 早野 知加子 原野 尚美 比嘉 健
深沢 瞳子 藤田 聡子 松井 遼子 松野 香苗 圓井 佐江子 宮坂 浩子 村越 友紀
八木 幸恵 柳田 聡 山田 昌代 吉川 沙織 吉田 惠美子 吉田 夕利加 渡辺 真夕

神奈川 稲垣 知子 岩瀬 春子 大石 曜 大坪 眞紀 大橋 千恵 北山 玲子 久保 唯奈
古賀 絵理 坂本 伊豆美 佐柄 祐介 佐々木 麻帆 嶋田 彩子 鈴木 隆弘 田雑 有紀
立山 尚子 谷口 華子 成毛 友希 西井 文乃 根井 朝美 萩原 有子 林 康子
福地 智恵 藤原 夏奈 坊 裕美 最上 多恵 森 理子 米山 剛一

長　野 城下 奈央 松原 直樹 宮下 芳夫
静　岡 谷内 麻子 原田 洋子 谷口 千津子 山田 智子 若山 彩

新　潟 秋田 世理 荒川 正人 中谷 明子 幡谷 功
富　山 田中 智子 森田 恵子
石　川 小野 政徳
岐　阜 三井 崇

愛　知 伊藤 美穂 岡本 治美 笠原 幸代 橋本 悠平 堀尾 麻衣子 松村 陽子 村上 真由子
村元 美幸 吉岡 陽子

三　重 井澤 美穂

滋　賀 藤田 浩平 矢内 晶太 吉野 芙美
京　都 楳村 史織 大谷 真弘 髙井 浩志 立入 智恵子 松井 薫 山口 綾香 山村 幸
大　阪 奥田 亜紀子 加藤 壮介 神田 瑞希 貫戸 明子 佐本 玲子 中川 倫子 中嶋 博之

西沢 美奈子 濱西 正三 藤森 由香
兵　庫 小倉 一宏 杉山 由希子 玉井 華子 西尾 美穂 東田 太郎 平野 奈保子 広田 千賀

福本 俊
奈　良 石橋 理子
和歌山 楠本 有由起 横山 玲子

島　根 折出 亜希
広　島 前田 祐里
山　口 讃井 裕美

香　川 新田 絵美子
愛　媛 須賀 真美 古谷 公一 堀 玲子

福　岡 田浦 裕三子 西尾 薫理 平川 真梨子
佐　賀 八並 直子
長　崎 吉田 至剛
宮　崎 福島 和子

以上176名
＊195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

北　陸 

東　海

近　畿

中　国 

四　国  

九　州  

女性のヘルスケアアドバイザー養成プログラム

平成30年度受講修了者

令和元年8月29⽇現在

北 海 道

東   北

関   東　


