
都道府県 氏名 都道府県 氏名 都道府県 氏名 都道府県 氏名

北海道 平川　朝子 北海道 福広　恵美 北海道 佐々木　雅子 北海道 打田　恵子

北海道 米田　静香 北海道 有田　沙織 北海道 松井　弘恵 北海道 西山　直子

北海道 櫻庭　憲護

宮城県 武田　良子 宮城県 三浦　弘枝 福島県 星　順子 秋田県 桐原　安奈

宮城県 真田　優子 秋田県 加藤　雅子 宮城県 佐伯　麻紀子 宮城県 佐藤　陽子

青森県 高谷　直里 福島県 須釜　暁子 宮城県 原田　恵子

関東ブロック(東京除く)

千葉県 長谷川　弘江 神奈川県 大嶋　映子 埼玉県 水越　香 神奈川県 榊原　美穂

神奈川県 原田　祐子 千葉県 山本　朋世 群馬県 三浦　久美子 埼玉県 山畑　孝子

埼玉県 小野田　順子 千葉県 阿蒜　沙弥香 埼玉県 鈴木　百合子 埼玉県 津久井　里恵

千葉県 杉本　佳代 神奈川県 鈴木　由香 千葉県 土岐　聖子 群馬県 大島　佳織

千葉県 安川　陽子 千葉県 菊地　陽子 千葉県 古屋　絹子 千葉県 藤崎　容子

埼玉県 真下　素子 埼玉県 西嶋　ますみ 神奈川県 安部　智子 神奈川県 渡辺　佳代乃

茨城県 市川　尚子 山梨県 鎌田　典子 神奈川県 冨田　美和 埼玉県 川俣　久子

埼玉県 狩野　英一 神奈川県 福島　京子 群馬県 本多　真弓 神奈川県 原　代子

千葉県 滝口　なつ子 埼玉県 小野　幹紘 神奈川県 河野　朝子 神奈川県 内田　美香

神奈川県 森田　明美 神奈川県 大谷　直美 千葉県 星野　朝子 神奈川県 工藤　恭子

茨城県 冨田　ひで子 神奈川県 井岸　優子 埼玉県 嶋田　裕子 千葉県 野飼　さやか

栃木県 川又　仁美 埼玉県 川上　春江 埼玉県 田中　美由紀 千葉県 渡辺　三千代

栃木県 田幡　千恵子 神奈川県 大槻　一枝 神奈川県 横山　卯美 神奈川県 中田　弘子

千葉県 田中　知子 千葉県 原　広美 千葉県 松永　祥子 埼玉県 小林　美紀

神奈川県 扇元　真希子 神奈川県 藤田　奈津美 埼玉県 榊　貴子 神奈川県 鈴木　拓夢

埼玉県 江部　豊栄 千葉県 菅原　惠子 神奈川県 庄山　恵子 神奈川県 藤原　澪

群馬県 峰松　由紀恵 千葉県 安齋　あゆみ 埼玉県 池田　ユカリ 千葉県 田中　美由紀

埼玉県 島　奈津美 群馬県 濱名　幸恵 茨城県 鯉沼　佳美 神奈川県 谷口　そのみ

埼玉県 諏訪　真帆 千葉県 杉山　知子 埼玉県 多賀　美奈子 埼玉県 小澤　さゆり

神奈川県 西村　奈智 神奈川県 赤星　裕子 神奈川県 後藤　加奈子

東京ブロック

東京都 宮崎　久美 東京都 稲本　啓子 東京都 和田　穣子 東京都 松田　壽代

東京都 髙木　得江 東京都 高橋　千花子 東京都 宮之原　由紀子 東京都 澤　里紗

東京都 泉水　初海 東京都 岡部　智子 東京都 疋田　僚子 東京都 栗山　貴美子

東京都 岡戸　尚子 東京都 前田　姿穂 東京都 梅津　由紀 東京都 小橋　聖子

東京都 小野寺　安世 東京都 武藤　麻紀 東京都 谷村　康子 東京都 近藤　良子

東京都 川村　かよ 東京都 岡部　夕理子 東京都 菊池　由佳 東京都 吉岡　愛三子

東京都 坂田　幸江 東京都 高木　久美子 東京都 新海　尚子 東京都 大町　隆弘

東京都 横倉　忍 東京都 杉山　直子 東京都 千葉　聡美 東京都 吉村　景子

東京都 尾上　郁子 東京都 深江　陽子 東京都 渡邉　桂子 東京都 石原　彩

東京都 片山　恭子 東京都 濱谷　美穂子 東京都 西脇　麗子 東京都 久保埜　知子

東京都 細田　泉 東京都 島守　真理 東京都 飯塚　典子 東京都 久保　昭子

東京都 中川　三奈 東京都 先崎　安津子 東京都 高倉　菊恵 東京都 田沼　亜紀子

東京都 市川　真結子
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北海道ブロック

東北ブロック



富山県 松原　彰子 静岡県 クンナーク　美賀子 愛知県 中田　恭子 静岡県 武内　佐和

静岡県 高橋　美妃子 新潟県 神田　紀子 新潟県 川上　由美子 愛知県 鈴木　陽子

愛知県 阿部　裕子 長野県 山田　かおる 愛知県 林　希実子 愛知県 丹下　富貴

長野県 三井　真由美 三重県 小林　恵理 三重県 岡　憲子 愛知県 柏田　紀子

静岡県 鈴木　香緒理 三重県 小堀　志 愛知県 磯貝　弥生 富山県 樋口　明美

愛知県 増原　由希子 愛知県 小野寺　珠美 愛知県 平田　ひろ子 静岡県 齋藤　一紀

富山県 永谷　真弓 静岡県 髙岡　友理恵 新潟県 黒田　瞳 愛知県 石田　友美

富山県 平野　純子 愛知県 金本　由紀子

静岡県 望月　さゆみ 愛知県 横井　彩

京都府 前田　純子 大阪府 阪本　典子 大阪府 山口　久美 兵庫県 前川　晴代

大阪府 杉原　友和 大阪府 日髙　真樹子 和歌山県 堀田　和恵 兵庫県 榊原　ゆり恵

大阪府 井口　子恵 大阪府 中谷　華子 奈良県 川井　聡子 兵庫県 江藤　真鈴

大阪府 神木　宜子 京都府 島見　智香子 大阪府 安東　直美 兵庫県 堺　真由美

大阪府 武内　恵美子 奈良県 塚尾　未央 兵庫県 山形　瑞穂 大阪府 高山　朝子

大阪府 上山　恵 滋賀県 横田　義一 大阪府 松室　智子 兵庫県 松本　真理子

大阪府 髙田　香織 京都府 佐藤　仁美 大阪府 サントス　佐宜子 大阪府 妹尾　香織

兵庫県 坂倉　未彩 大阪府 立原　貴予 兵庫県 中村　愛美 大阪府 森川　美紀

奈良県 中尾　直美 大阪府 髙橋　香江 大阪府 向井　佐月 大阪府 足立　玲子

奈良県 中村　光美 和歌山県 西山　祐司 大阪府 月元　三幸 滋賀県 下川　さよ子

大阪府 桑原　美香 大阪府 吉田　一美

岡山県 近藤　妙子 広島県 大原　みちる 山口県 小林　光枝 山口県 加藤　佳乃子

愛媛県 青野　利恵 岡山県 橋爪　藍子 香川県 横井　陽子 香川県 野島　篤子

広島県 齋藤　良子 高知県 泉本　明美 徳島県 木戸　みどり 愛媛県 伊東　麻子

高知県 氏原　早苗 高知県 小松　多恵 岡山県 松永　一恵 愛媛県 日野　愛子

山口県 貞廣　愛子 山口県 村上　美奈

福岡県 奥村　啓子 福岡県 橋野　由美子 福岡県 吉岡　麻衣 福岡県 吉本　節子

福岡県 山崎　佳子 福岡県 森﨑　智香 福岡県 中村　美樹 福岡県 古賀　清美

福岡県 工藤　真弓 福岡県 山田　聖子 佐賀県 南里　有美 宮崎県 江口　昭子

福岡県 福永　裕子 福岡県 原田　みさと 佐賀県 石倉　映奈 福岡県 松尾　公子

沖縄県 具志堅　勝美 福岡県 俗多　貴子 熊本県 島崎　美和 福岡県 野村　亜矢子

沖縄県 新垣　智香 鹿児島県 三枝　みゆき 福岡県 大原　万喜子 福岡県 新垣　沙絢

熊本県 園田　敬子 宮崎県 半下石　律子

（敬称略）

社員候補者／269名（一社）健康包括支援協会 軍場　大輝

中国・四国ブロック

九州・沖縄ブロック

第5期社員候補者名簿 （法人正会員)

布施　貴広

法人名 登録代表者名

近畿ブロック

（株）アロマキュア

（株）名古屋メディカルハーブスクール 今井　憲香

第5期社員名簿 （個人正会員)

東海・北陸・信越ブロック


