
北海道 香城 恒麿 西川 鑑 三國 雅人

岩　手 奥津 恵里

宮　城 市川 さおり 千坂 泰 横山 絵美 米田 麻美

秋　田 軽部 裕子 工藤 香里

山　形 阿部 亜紀子 岡根 夏美 山谷 日鶴

福　島 安田 俊

茨　城 加藤 薫 佐藤 有希 武田 豊明 西田 恵子

栃　木 薄井 里英 岡島 毅 小田 華 坂本 尚徳 谷口 実紀 種市 明代 栃木 秀乃

松下 智香子

群　馬 小林 未央 松村 好克

埼　玉 坂口 律子 矢久保 和美

千　葉 板井 侑里 海野 洋一 遠見 才希子 岡嶋 祐子 鎌田 美保 神下 優 河原井 麗正

計良 和範 櫻井 理乃 中村 寛江 西澤 知佳

東　京 荒川 恵 飯塚 奈緒 石山 尚子 板岡 奈央 入江 千恵子 上山 怜 大野田 章代

岡崎 有香 岡本 紘子 小野木 さちえ 尾見 裕子 春日 晃子 片岡 典子 金谷 真由子

川端 英恵 塩田 恭子 椙田 賢司 関口 敦子 副田 翔 森 瑛子 高水 藍
高本 真弥 竹本 由美 田嶋 わか奈 田續 綾野 都築 まどか 天神林 友梨 富里 祥子

中尾 聡子 新村 朋美 難波 千絵 境 委美 廣瀬 明日香 廣瀬 穂 舟山 幸
古市 直子 松澤 由記子 三木 史恵 村田 知昭 村山 敬彦 森 裕紀子 森嶋 かほる

山田 舞夕 若山 嘉佑子

神奈川 池田 仁惠 牛尾 江実子 榎本 紀美子 大島 綾 大沼 えみ 大野 恭子 尾崎 友美

長内 奈々 尾堀 佐知子 金子 容子 紙谷 菜津子 倉澤 健太郎 高橋 寿子 武居 麻紀

竹重 諒子 中里 佐保子 中村 朋美 楢山 知明 長谷川 良実 星加 優子 増岡 愛
松山 玲子 三宅 優美 山下 有加

山　梨 原 典子

長　野 村田 昌功 山本 さやか 吉岡 郁郎

静　岡 岩崎 真也 小牧 正 芹沢 麻里子 千田 裕美子

新　潟 七里 和良

富　山 中川 俊信 橋本 佳子 吉本 裕子 米澤 理可

石　川 結城 仰子

岐　阜 荒井 麻実 鈴木 真理子

愛　知 淺野 美幸 伊藤 充彰 岩瀬 幸子 大西 千夏 後藤 真紀 佐藤 静香 藤井 真紀

依田 暁
三　重 加藤 公弘 東 理映子

滋　賀 浮田 真吾 江本 郁子 笠原 恭子

京　都 川村 明緒 北岡 由衣 清水 美代 中妻 杏子 山元 三紗子

大　阪 大西 洋子 小谷 泰史 小林 文子 隅野 朋子 田中 江里子 田中 健太郎 田中 雅子

三好 ゆかり 室谷 毅 山田 嘉彦 吉村 明彦

兵　庫 浅野 ひとみ 川原村 加奈子 小嶋 哲矢 坂根 理矢 杉山 伸子

奈　良 甲斐 冴

鳥　取 千酌 潤
島　根 皆本 敏子

岡　山 太田 友香 中塚 一女

香　川 原田 由里子 矢野 友梨

愛　媛 佐々木 容子

高　知 脇川 晃子

福　岡 愛甲 悠希代 井上 統夫 渋井 庸子 三嶋 すみれ 宮川 三代子 村上 文洋

佐　賀 坂西 愛 山田 孝之

長　崎 山田 美樹

熊　本 田畑 愛
大　分 岡田 さおり

宮　崎 明野 慶子

鹿児島 児島 信子 唐木田 智子 永田 理恵

沖　縄 叶 三千代 髙宮城 直子

以上185名

＊191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

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9月6日現在

北 海 道

東   北

関   東

北　陸

平成29年度受講修了者

東　海

近　畿

中　国

四　国

九　州


