
認定番号 会員　姓 会員　名

JHRS08-0001 福士 広通

JHRS08-0005 寺田 由美

JHRS08-0006 小丸 検造

JHRS08-0008 一戸 香都江

JHRS08-0009 脇川 富美子

JHRS08-0011 山田 明

JHRS08-0015 永野 誠

JHRS08-0018 中村 良幸

JHRS08-0025 小林 一久

JHRS08-0031 鈴木 敬子

JHRS08-0032 吉原 浩介

JHRS08-0033 小野 眞守美

JHRS08-0034 吉原 靖之

JHRS08-0035 内山 なおみ

JHRS08-0038 今村 啓史

JHRS08-0040 高須賀 広久

JHRS08-0041 谷川 由美子

JHRS08-0047 高橋 真紀

JHRS08-0049 田中 千春

JHRS08-0050 佐藤 英樹

JHRS08-0052 司茂 幸英

JHRS08-0055 平石 佳子

JHRS08-0056 渡辺 博昭

JHRS08-0057 山下 小百合

JHRS08-0062 内田 文也

JHRS08-0063 河内 さおり

JHRS08-0066 北澤 優

JHRS08-0068 赤崎 友美

JHRS08-0069 山田 宣幸

JHRS08-0071 家城 正和

JHRS認定心電図専門士　名簿

掲載に同意されなかった方，休会中の方は認定番号のみ掲載しております。

初回認定年度順

1695名（2023年4月1日現在）

【掲載内容について】

【掲載順序】

【認定者数】

1



認定番号 会員　姓 会員　名

JHRS08-0072 荒川 喜里子

JHRS08-0073 倉上 早苗

JHRS08-0078 筑地 日出文

JHRS08-0080 加藤 邦子

JHRS08-0081 今田 有美子

JHRS08-0089 青山 沙知

JHRS08-0090 大草 路子

JHRS08-0098 川瀬 晴美

JHRS08-0107 坂下 真紀子

JHRS08-0111 平野 朋江

JHRS08-0115 栗田 麻子

JHRS08-0116 大塚 美和

JHRS08-0016

JHRS08-0088

JHRS08-0104

JHRS09-0001 細木 政利

JHRS09-0004 横溝 雄一

JHRS09-0005 伊藤 太

JHRS09-0007 太田 光明

JHRS09-0008 伊藤 修

JHRS09-0011 坂上 由美

JHRS09-0013 鈴木 更織

JHRS09-0015 中村 香代子

JHRS09-0018 渡辺 俊夫

JHRS09-0020 木村 有紀

JHRS09-0022 仲 広志

JHRS09-0023 仲 真由美

JHRS09-0024 桑原 喜久男

JHRS09-0026 戸成 弘

JHRS09-0027 白山 修

JHRS09-0028 小口 由美

JHRS09-0030 葉山 恵津子

JHRS09-0031 井合 律子

JHRS09-0032 齋藤 知子

JHRS09-0034 田中 稚佳子

JHRS09-0035 高井 隆吉

JHRS09-0037 岩崎 亜希子

JHRS09-0038 東影 明人

JHRS09-0039 久保田 淳子
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認定番号 会員　姓 会員　名

JHRS09-0040 遠藤 寿江

JHRS09-0047 脇坂 五月

JHRS09-0048 小川 多美子

JHRS09-0050 倉嶋 俊雄

JHRS09-0051 井澤 仁美

JHRS09-0054 立田 顕久

JHRS09-0055 石合 早苗

JHRS09-0058 山田 裕美

JHRS09-0059 藤澤 義久

JHRS09-0060 篠田 貢一

JHRS09-0061 柴山 沙織

JHRS09-0062 森田 遊

JHRS09-0063 末岡 千夏

JHRS09-0066 鍋田 弥生

JHRS09-0069 須佐 知子

JHRS09-0070 伊藤 あゆみ

JHRS09-0073 齋藤 修

JHRS09-0074 近藤 洋子

JHRS09-0075 工藤 淳子

JHRS09-0076 森 貴子

JHRS09-0079 佐藤 司

JHRS09-0080 林 博之

JHRS09-0083 桑原 知恵

JHRS09-0087 中川 友也

JHRS09-0068

JHRS10-0001 宮崎 雄一郎

JHRS10-0002 森田 沙織

JHRS10-0005 橋本 寛子

JHRS10-0006 清野 真紀子

JHRS10-0008 松戸 景子

JHRS10-0009 渋谷 賢一

JHRS10-0011 山本 真紀

JHRS10-0012 柴野 和高

JHRS10-0013 山本 嘉津世

JHRS10-0014 河野 ふみえ

JHRS10-0015 阿部 洋子

JHRS10-0017 熊谷 佳奈江

JHRS10-0018 岡部 文雄

JHRS10-0019 福田 恵子
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認定番号 会員　姓 会員　名

JHRS10-0020 松本 典久

JHRS10-0021 米澤 由美子

JHRS10-0022 奥田 秀之

JHRS10-0024 伊藤 栄祐

JHRS10-0026 江後 京子

JHRS10-0027 百北 佐智子

JHRS10-0030 岡田 美恵

JHRS10-0031 市川 篤

JHRS10-0033 本田 法子

JHRS10-0035 松岡 詠巳

JHRS10-0036 熊谷 知子

JHRS10-0039 滝野 好美

JHRS10-0040 小原 義宏

JHRS10-0041 坂口 知美

JHRS10-0042 藤田 巌

JHRS10-0043 中山 美奈

JHRS10-0044 谷 正敏

JHRS10-0045 腰山 雅之

JHRS10-0047 小山 由実

JHRS10-0049 森 三依

JHRS10-0050 表 幸江

JHRS10-0051 片山 昌代

JHRS10-0055 髙野 小百合

JHRS10-0056 沖津 能理子

JHRS10-0058 西森 由加里

JHRS10-0061 渡部 晃与

JHRS10-0062 倉崎 望

JHRS10-0063 本多 美奈子

JHRS10-0064 湯原 香菜子

JHRS10-0067 阿江 千晶

JHRS10-0068 馬上 可奈子

JHRS10-0069 片桐 佳紀

JHRS10-0070 坂野 あゆみ

JHRS10-0072 藤本 美佳

JHRS10-0077 安藤 晶

JHRS10-0078 長谷川 恵美

JHRS10-0081 桑原 いみ子

JHRS10-0083 樫根 千佳

JHRS10-0085 潮平 さおり
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認定番号 会員　姓 会員　名

JHRS10-0086 野村 亜希

JHRS10-0090 福田 勝行

JHRS10-0091 髙橋 暢子

JHRS10-0095 岡野 典子

JHRS10-0096 平川 正秀

JHRS10-0099 泉 洋美

JHRS10-0101 中野 稚子

JHRS10-0106 奥山 純子

JHRS10-0107 安達 知子

JHRS10-0111 井出 奈那

JHRS10-0114 古関 優子

JHRS10-0115 石井 暁美

JHRS10-0120 鶴田 克久

JHRS10-0122 大内 浩二

JHRS10-0073

JHRS10-0082

JHRS11-0001 松本 光博

JHRS11-0003 岩田 邦子

JHRS11-0005 安積 真理子

JHRS11-0007 下城 美土里

JHRS11-0008 菊本 絵理香

JHRS11-0011 フラナガン 洋子

JHRS11-0012 坂口 久美子

JHRS11-0014 青木 奈美子

JHRS11-0015 大澤 秀吉

JHRS11-0019 大崎 洋子

JHRS11-0021 住田 小百合

JHRS11-0023 三橋 くみ

JHRS11-0024 髙永 恵

JHRS11-0026 池田 智

JHRS11-0028 北井 仁美

JHRS11-0030 小河 真実

JHRS11-0031 阪上 直美

JHRS11-0033 佐藤 治子

JHRS11-0036 佐藤 なぎさ

JHRS11-0038 古屋 美希

JHRS11-0039 撰 夕起

JHRS11-0040 佐藤 一也

JHRS11-0045 竹内 有加里

休会
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認定番号 会員　姓 会員　名

JHRS11-0046 塩崎 真弓

JHRS11-0052 光畑 幸美

JHRS11-0054 野村 由紀恵

JHRS11-0055 清水 典子

JHRS11-0056 都筑 奈加子

JHRS11-0057 北 沙織

JHRS11-0059 菅 明子

JHRS11-0060 横山 幸枝

JHRS11-0061 池田 智美

JHRS11-0063 野澤 理恵

JHRS11-0065 清水 直也

JHRS11-0066 平井 直子

JHRS11-0069 松村 古都美

JHRS11-0070 青木 知子

JHRS11-0073 大谷 友哉

JHRS11-0074 浅野 晴美

JHRS11-0076 髙津 昌吾

JHRS11-0077 水落 佳子

JHRS11-0080 光岡 優子

JHRS11-0081 神崎 美佐

JHRS11-0082 小林 直子

JHRS11-0084 折手 和子

JHRS11-0085 中本 有美

JHRS11-0088 瓜生 佳世

JHRS11-0089 長 富士枝

JHRS11-0093 石田 美樹

JHRS11-0002

JHRS11-0009

JHRS11-0044

JHRS11-0049

JHRS11-0079

JHRS11-0058

JHRS12-0004 坂藤 由佳

JHRS12-0005 北原 洋子

JHRS12-0006 牛山 晶子

JHRS12-0010 藤井 智子

JHRS12-0013 花村 怜美

JHRS12-0015 石濱 幹子

JHRS12-0017 宮崎 恭子

休会
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認定番号 会員　姓 会員　名

JHRS12-0018 植松 由美子

JHRS12-0019 杉本 悠華

JHRS12-0020 小路 達也

JHRS12-0022 大津 早央里

JHRS12-0023 浅沼 里依子

JHRS12-0024 越村 真紀

JHRS12-0025 鳥本 愛弓

JHRS12-0027 山本 文恵

JHRS12-0028 宮崎 明信

JHRS12-0029 橋本 あゆみ

JHRS12-0030 須々田 綾子

JHRS12-0032 竹ノ内 一雅

JHRS12-0033 橋口 遼

JHRS12-0037 中川 真理子

JHRS12-0038 郷地 紀枝

JHRS12-0041 呂 徳哲

JHRS12-0043 八木 郁子

JHRS12-0048 酒井 万姫

JHRS12-0050 内山 美樹

JHRS12-0055 海野 和浩

JHRS12-0057 神谷 敏之

JHRS12-0059 阿部 裕之

JHRS12-0060 渡邉 真奈美

JHRS12-0061 五十嵐 早希

JHRS12-0063 腰山 誠

JHRS12-0064 小林 伸子

JHRS12-0065 三ツ橋 健

JHRS12-0066 荒木 妙子

JHRS12-0067 髙橋 香

JHRS12-0068 金井 桂

JHRS12-0070 寺田 博美

JHRS12-0071 水時 奈美

JHRS12-0072 宮脇 美沙

JHRS12-0073 池元 美奈子

JHRS12-0076 松冨 孝之

JHRS12-0077 宇治川 好枝

JHRS12-0079 高橋 由莉

JHRS12-0080 星 弘美

JHRS12-0082 矢吹 康晴
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認定番号 会員　姓 会員　名

JHRS12-0083 渡邊 佳織

JHRS12-0084 岡﨑 陽子

JHRS12-0086 尾身 俊幸

JHRS12-0088 市木 佳奈

JHRS12-0089 髙梨 美穂

JHRS12-0090 後藤 春美

JHRS12-0091 安久都 悦子

JHRS12-0092 髙道 小百合

JHRS12-0093 角田 美鈴

JHRS12-0094 北野 智美

JHRS12-0095 村上 謙二

JHRS12-0097 坂東 由花

JHRS12-0098 堀越 裕子

JHRS12-0099 西尾 美帆

JHRS12-0101 浅和 利恵

JHRS12-0103 辻井 正人

JHRS12-0104 森 真奈美

JHRS12-0108 佐々城 瑞樹

JHRS12-0110 有江 潤子

JHRS12-0111 奈良 美保子

JHRS12-0113 柴田 康孝

JHRS12-0115 佐久美 哲也

JHRS12-0116 坂本 希

JHRS12-0119 伊藤 洋美

JHRS12-0121 石崎 一穂

JHRS12-0123 鶴見 明子

JHRS12-0126 春名 和代

JHRS12-0127 本間 久子

JHRS12-0129 山崎 真嗣

JHRS12-0132 佐藤 理江

JHRS12-0133 城本 久枝

JHRS12-0134 林 美紀子

JHRS12-0135 川嶋 亜矢子

JHRS12-0137 和田 裕子

JHRS12-0139 沖 都麦

JHRS12-0140 森口 亜紀子

JHRS12-0144 山崎 正之

JHRS12-0012

JHRS12-0049
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認定番号 会員　姓 会員　名

JHRS12-0096

JHRS12-0145

JHRS12-0031

JHRS12-0131

JHRS13-0001 浅見 望

JHRS13-0003 吉川 友絵

JHRS13-0005 芳賀 津晶

JHRS13-0006 須藤 幸子

JHRS13-0007 上田 可奈子

JHRS13-0008 中本 里美

JHRS13-0010 高橋 美菜

JHRS13-0012 大竹 悦子

JHRS13-0013 櫻井 美千代

JHRS13-0014 神田 美喜子

JHRS13-0015 石本 倫子

JHRS13-0016 齊藤 央

JHRS13-0018 合田 結香

JHRS13-0019 楠木 啓史

JHRS13-0020 池田 裕美子

JHRS13-0022 杉本 真希

JHRS13-0023 北尾 順子

JHRS13-0024 宇佐美 朋恵

JHRS13-0026 和田 寿恵

JHRS13-0027 山村 展央

JHRS13-0029 浦山 ユキエ

JHRS13-0033 安東 美沙紀

JHRS13-0034 近江 尚子

JHRS13-0037 石川 和浩

JHRS13-0039 荻原 裕夏

JHRS13-0041 村上 和子

JHRS13-0043 大橋 美千代

JHRS13-0044 朴(中村） 玉実

JHRS13-0045 林 恭子

JHRS13-0046 片山 佳那子

JHRS13-0049 松浦 由莉

JHRS13-0050 吉田 のぞみ

JHRS13-0051 森 恵美子

JHRS13-0053 下田 直幸

JHRS13-0057 早野 沙織

休会

休会
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認定番号 会員　姓 会員　名

JHRS13-0061 佐々木 真奈美

JHRS13-0062 森 晴雄

JHRS13-0064 唐澤 恵利華

JHRS13-0065 小笠原 絵梨

JHRS13-0066 片田 裕也

JHRS13-0067 齊藤 恵美

JHRS13-0072 加納 昭子

JHRS13-0074 斉藤 久美子

JHRS13-0076 因幡 朱理

JHRS13-0078 春木 康伸

JHRS13-0080 笹木 理恵

JHRS13-0081 中谷 栄梨

JHRS13-0083 中澤 はるな

JHRS13-0084 植田 祐介

JHRS13-0086 田中 百合子

JHRS13-0087 権藤 絵里子

JHRS13-0088 亀山 真理

JHRS13-0089 師岡 紗代

JHRS13-0090 大槻 幸子

JHRS13-0091 結城 千恵美

JHRS13-0092 上田 信恵

JHRS13-0093 宇木 望

JHRS13-0094 岩崎 佐知子

JHRS13-0095 築島 まり恵

JHRS13-0096 市川 治

JHRS13-0097 吉岡 由佳

JHRS13-0100 辻 雅子

JHRS13-0101 芳田 貢

JHRS13-0102 筒井 敬子

JHRS13-0104 北川 文彦

JHRS13-0109 野久 謙

JHRS13-0110 白石 真由子

JHRS13-0111 田立 さやか

JHRS13-0112 大倉 雅絵

JHRS13-0114 櫻井 博重

JHRS13-0115 吉川 英治

JHRS13-0116 福元 実奈

JHRS13-0120 中村 泰子

JHRS13-0121 加藤 ゆず子
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認定番号 会員　姓 会員　名

JHRS13-0122 花田 麻美

JHRS13-0123 小林 拓也

JHRS13-0125 武田 淳

JHRS13-0127 安藤 弘紀

JHRS13-0011

JHRS13-0082

JHRS13-0107

JHRS13-0031

JHRS13-0048

JHRS13-0079

JHRS14-0002 多賀谷 ますみ

JHRS14-0003 山田 理恵子

JHRS14-0004 稲葉 武

JHRS14-0005 柳田 俊一

JHRS14-0006 木津 初恵

JHRS14-0007 髙橋 麻方

JHRS14-0008 大西 誠

JHRS14-0009 加留部 貴子

JHRS14-0012 阪井 伸一

JHRS14-0013 白岩 大

JHRS14-0015 頴原 亜矢子

JHRS14-0016 佐々木 俊子

JHRS14-0017 細井 光沙

JHRS14-0018 松井 浩之

JHRS14-0019 安田 きよみ

JHRS14-0020 大野 善史

JHRS14-0021 武井 律子

JHRS14-0022 菊地 隆司

JHRS14-0025 松橋 由美

JHRS14-0026 芦名 恵

JHRS14-0027 信定 さおり

JHRS14-0028 青木 佐知子

JHRS14-0030 竹内 収

JHRS14-0031 樋本 陽子

JHRS14-0032 藤本 敬久

JHRS14-0033 池田 和人

JHRS14-0035 村岡 桃子

JHRS14-0036 中澤 遥

JHRS14-0037 佐藤 恵実

休会

休会

休会
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認定番号 会員　姓 会員　名

JHRS14-0038 田中 清美

JHRS14-0039 渡邉 真衣

JHRS14-0040 絹田 泰三

JHRS14-0042 品川 京子

JHRS14-0043 高田 光子

JHRS14-0044 冨來 まゆみ

JHRS14-0045 赤羽 礼子

JHRS14-0046 西尾 香奈

JHRS14-0047 簗瀬 侑花

JHRS14-0049 戸谷 夏子

JHRS14-0050 油谷 航

JHRS14-0051 津田 卓也

JHRS14-0052 國廣 恵美

JHRS14-0054 加藤 陽子

JHRS14-0056 秋葉 宏美

JHRS14-0057 鈴木 ゆかり

JHRS14-0058 南雲 俊哉

JHRS14-0059 森合 美沙紀

JHRS14-0060 出原 啓美

JHRS14-0061 柳 弘子

JHRS14-0062 谷藤 智子

JHRS14-0063 上原 マリ子

JHRS14-0064 後藤 百合子

JHRS14-0065 木村 賢司

JHRS14-0066 清水 さおり

JHRS14-0067 島本 亜耶

JHRS14-0068 緒方 佑仁

JHRS14-0070 上野 かおる

JHRS14-0071 下舘 麻衣子

JHRS14-0072 衣笠 千典

JHRS14-0073 長谷部 みか

JHRS14-0077 窪木 暁子

JHRS14-0078 辻井 邦昌

JHRS14-0079 岩本 直樹

JHRS14-0080 四谷 五十鈴

JHRS14-0081 菊池 佳代

JHRS14-0082 筒井 昌代

JHRS14-0083 栗谷 多恵子

JHRS14-0084 岩本 直斗
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認定番号 会員　姓 会員　名

JHRS14-0086 岡村 春江

JHRS14-0087 田中 真理子

JHRS14-0088 近澤 香奈

JHRS14-0089 大串 潤一郎

JHRS14-0090 樫本 浩之

JHRS14-0091 飯島 千秋

JHRS14-0094 富谷 陽子

JHRS14-0095 石丸 亜希子

JHRS14-0096 村瀬 未来

JHRS14-0097 杉山 美紀

JHRS14-0100 野村 実沙

JHRS14-0101 延原 聡美

JHRS14-0001

JHRS14-0014

JHRS14-0024

JHRS14-0076

JHRS14-0085

JHRS14-0098

JHRS14-0029

JHRS15-0001 藤田 直美

JHRS15-0002 吉田 理人

JHRS15-0003 杉内 真由美

JHRS15-0004 森谷 康朗

JHRS15-0005 塩原 裕樹

JHRS15-0006 坂久保 克規

JHRS15-0007 小金 希世美

JHRS15-0008 中村 洸太

JHRS15-0009 尾方 美幸

JHRS15-0012 橋本 清美

JHRS15-0014 林 佳予

JHRS15-0015 稲垣 亜矢子

JHRS15-0016 横畠 顕

JHRS15-0017 鈴木 香

JHRS15-0018 大西 真由美

JHRS15-0019 山田 晶美

JHRS15-0020 新保 由紀

JHRS15-0021 細川 智巳

JHRS15-0024 小室 貴子

JHRS15-0026 小林 奈々絵

休会
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認定番号 会員　姓 会員　名

JHRS15-0029 蒔原 美咲

JHRS15-0030 栗原 啓子

JHRS15-0031 浅野 由喜乃

JHRS15-0032 小野原 暁恵

JHRS15-0033 福山 宏樹

JHRS15-0034 芝宮 かおり

JHRS15-0035 栗田 律子

JHRS15-0036 加賀谷 この美

JHRS15-0037 小山 友香

JHRS15-0038 園山 和代

JHRS15-0042 白石 暁子

JHRS15-0043 小澤 一浩

JHRS15-0045 吉良 智明

JHRS15-0048 熊川 忠

JHRS15-0049 原田 愛子

JHRS15-0050 森内 貴子

JHRS15-0052 田口 加南

JHRS15-0054 加藤 敏晴

JHRS15-0055 佐原 香穂里

JHRS15-0056 櫻井 友加里

JHRS15-0057 遠藤 有紀

JHRS15-0060 川上 祐里

JHRS15-0061 田村 加奈子

JHRS15-0062 宮口 智子

JHRS15-0063 佐藤 ゆりか

JHRS15-0065 山本 享子

JHRS15-0066 加賀 幸斗

JHRS15-0068 長谷 未和

JHRS15-0069 佐野 静華

JHRS15-0070 川島 加誉

JHRS15-0071 小林 敬子

JHRS15-0072 竹村 英吏佳

JHRS15-0073 坂上 敦

JHRS15-0075 大沼 秀知

JHRS15-0076 木本 加代

JHRS15-0077 片山 沙予子

JHRS15-0078 葛西 圭一

JHRS15-0079 大友 雅子

JHRS15-0080 澤野 純子
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認定番号 会員　姓 会員　名

JHRS15-0081 鳥井 武典

JHRS15-0082 増田 千秋

JHRS15-0084 渡邉 未紗

JHRS15-0085 堅田 知子

JHRS15-0086 立澤 有香

JHRS15-0087 木村 孝志

JHRS15-0090 伊達 諒

JHRS15-0091 片野 育衣

JHRS15-0092 石隈 まや

JHRS15-0093 堤 由美子

JHRS15-0094 清水 みか

JHRS15-0095 三宮 剛

JHRS15-0097 今橋 麻里奈

JHRS15-0098 川上 千晶

JHRS15-0099 木下 朋幸

JHRS15-0100 中嶋 美保子

JHRS15-0102 切栁 佑美

JHRS15-0083 山口 優子

JHRS15-0011

JHRS15-0022

JHRS15-0023

JHRS15-0028

JHRS15-0041

JHRS15-0051

JHRS15-0074

JHRS15-0089

JHRS15-0047

JHRS16-0001 青井 里美

JHRS16-0002 菅原 桜子

JHRS16-0003 秋山 幸子

JHRS16-0004 足立 良行

JHRS16-0005 阿部 雅美

JHRS16-0006 新井 一輝

JHRS16-0007 新井 稔子

JHRS16-0008 細野 理加

JHRS16-0009 中 沙織

JHRS16-0010 安藤 智子

JHRS16-0014 石橋 里子

JHRS16-0015 石丸 智江

休会
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認定番号 会員　姓 会員　名

JHRS16-0016 伊藤 千晴

JHRS16-0017 稲葉 翼

JHRS16-0018 井上 太

JHRS16-0019 岩崎 典子

JHRS16-0020 上杉 蘭

JHRS16-0021 内山田 健次

JHRS16-0024 大内 輝

JHRS16-0025 大内 里奈

JHRS16-0026 大迫 萌子

JHRS16-0027 大下 聖貴

JHRS16-0028 大滝 彩子

JHRS16-0029 大谷 祐哉

JHRS16-0030 大塚 明子

JHRS16-0031 大槻 祐子

JHRS16-0035 岡田 優子

JHRS16-0036 小倉 みずえ

JHRS16-0038 尾高 富貴子

JHRS16-0040 柏原 博子

JHRS16-0041 和氣 輝忠

JHRS16-0043 金井 恵美子

JHRS16-0044 山田 美幸

JHRS16-0046 川﨑 朋美

JHRS16-0051 北原 陽一郎

JHRS16-0053 北村 拓郎

JHRS16-0054 工藤 小百合

JHRS16-0055 工藤 幸治

JHRS16-0058 栗原 亘

JHRS16-0059 黒川 陽子

JHRS16-0061 小出 泰志

JHRS16-0062 小谷 佳織

JHRS16-0063 後藤 浩

JHRS16-0064 小林 早苗

JHRS16-0065 小林 久見子

JHRS16-0067 駒井 貴美子

JHRS16-0069 紺野 琴子

JHRS16-0070 斎藤 直美

JHRS16-0071 坂下 圭史

JHRS16-0072 佐々木 美佑紀

JHRS16-0073 齋藤 彩佳
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認定番号 会員　姓 会員　名

JHRS16-0075 佐藤 幸苗

JHRS16-0076 佐藤 成子

JHRS16-0077 佐藤 典子

JHRS16-0080 島 香

JHRS16-0081 島田 恵美子

JHRS16-0084 下田 敏昭

JHRS16-0085 情野 千文

JHRS16-0086 白倉 聡

JHRS16-0088 渡辺 真由美

JHRS16-0089 高野 静子

JHRS16-0091 市森 恵子

JHRS16-0092 高橋 美由希

JHRS16-0093 髙橋 泰仁

JHRS16-0094 髙山 篤

JHRS16-0097 竹市 隼人

JHRS16-0098 竹内 祐子

JHRS16-0099 田所 泉

JHRS16-0100 谷 真弓

JHRS16-0101 津浦 千明

JHRS16-0102 土田 順子

JHRS16-0103 妻屋 裕理子

JHRS16-0105 徳増 諭

JHRS16-0106 徳増 千恵美

JHRS16-0110 長野 恭之

JHRS16-0112 中村 勇治

JHRS16-0113 中村 絵里

JHRS16-0115 中元 靖久

JHRS16-0116 鯰江 賢二

JHRS16-0117 二川 智美

JHRS16-0121 長谷川 かおり

JHRS16-0122 長谷川 義幸

JHRS16-0123 浜崎 霞

JHRS16-0124 早坂 すみ江

JHRS16-0126 東 真樹子

JHRS16-0128 比田井 道徳

JHRS16-0130 兵庫 貴子

JHRS16-0131 黒澤 道代

JHRS16-0133 古谷 千恵子

JHRS16-0134 大貫 香里
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認定番号 会員　姓 会員　名

JHRS16-0135 堀内 利恵

JHRS16-0136 本田 翔平

JHRS16-0138 前田 ひろみ

JHRS16-0140 松﨑 麻木子

JHRS16-0141 松本 雅子

JHRS16-0143 水谷 行伸

JHRS16-0147 南野 淳子

JHRS16-0149 三宅 ひとみ

JHRS16-0151 今村 詩織

JHRS16-0154 柳沼 莉絵

JHRS16-0155 安井 香里

JHRS16-0156 柳谷 貴子

JHRS16-0157 山口 伸之

JHRS16-0159 山本 毅

JHRS16-0162 吉岡 友子

JHRS16-0163 渡邊 美香

JHRS16-0164 渡辺 靖則

JHRS16-0012

JHRS16-0013

JHRS16-0034

JHRS16-0042

JHRS16-0060

JHRS16-0066

JHRS16-0078

JHRS16-0079

JHRS16-0111

JHRS16-0114

JHRS16-0125

JHRS16-0129

JHRS16-0132

JHRS16-0146

JHRS16-0158

JHRS16-0161

JHRS16-0082

JHRS17-0001 赤嶺 和昭

JHRS17-0002 秋田 直美

JHRS17-0003 浅尾 真紀子

JHRS17-0005 安保 浩二

JHRS17-0006 五十嵐 真衣子

休会
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認定番号 会員　姓 会員　名

JHRS17-0007 重岡 麻衣

JHRS17-0008 池田 弘子

JHRS17-0009 石井 翔太

JHRS17-0010 石橋 広太郎

JHRS17-0011 大槻 薫

JHRS17-0012 磯部 祥子

JHRS17-0013 伊藤 大輔

JHRS17-0015 猪谷 麻奈美

JHRS17-0016 植田 晴美

JHRS17-0017 笈川 成美

JHRS17-0018 大川 萌

JHRS17-0021 大関 弘美

JHRS17-0022 大野 裕美子

JHRS17-0024 野口 美月

JHRS17-0025 岡 知珠

JHRS17-0026 岡田 菜々美

JHRS17-0027 川畑 晴乃

JHRS17-0029 小川 智寿美

JHRS17-0031 橋本 優衣

JHRS17-0032 笠村 竜也

JHRS17-0033 加治屋 珍

JHRS17-0034 柏崎 麗菜

JHRS17-0035 加藤 初子

JHRS17-0036 加藤 里絵

JHRS17-0037 金井塚 千春

JHRS17-0038 越村 真奈実

JHRS17-0039 神尾 郁花

JHRS17-0041 亀井 成美

JHRS17-0042 河上 雅子

JHRS17-0043 岸 留美

JHRS17-0044 工藤 由美子

JHRS17-0045 久村 亜紀子

JHRS17-0046 栗山 有紀子

JHRS17-0047 小池 加恵

JHRS17-0048 古賀 恭子

JHRS17-0049 小水流 広子

JHRS17-0051 小浪 雄司

JHRS17-0052 垣内 真未

JHRS17-0053 小屋松 純司
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認定番号 会員　姓 会員　名

JHRS17-0054 佐伯 由美

JHRS17-0056 坂入 千佳

JHRS17-0057 榊原 聡子

JHRS17-0058 坂本 恵美子

JHRS17-0060 佐野 麻衣

JHRS17-0061 椎葉 有圭

JHRS17-0062 子甫 徹

JHRS17-0064 末石 真千子

JHRS17-0065 杉原 辰哉

JHRS17-0066 吉井 睦美

JHRS17-0067 杉山 貴子

JHRS17-0068 鈴木 加奈子

JHRS17-0069 鈴木 望

JHRS17-0070 住ノ江 功夫

JHRS17-0071 関 信子

JHRS17-0073 高井 彰子

JHRS17-0075 高橋 温海

JHRS17-0076 高畑 英智

JHRS17-0077 織笠 陽子

JHRS17-0079 田沼 里沙

JHRS17-0080 柘植 彩

JHRS17-0081 柘植 則子

JHRS17-0082 對馬 るみ

JHRS17-0083 辻脇 泉

JHRS17-0085 冨田 貴子

JHRS17-0086 冨田 友佳

JHRS17-0087 豊田 将平

JHRS17-0088 中尾 彩花

JHRS17-0089 中嶋 真一

JHRS17-0090 仲林 泰代

JHRS17-0091 中谷 桂子

JHRS17-0092 西 涼子

JHRS17-0095 萩原 絵美

JHRS17-0096 長谷川 絢子

JHRS17-0097 長谷川 真由美

JHRS17-0098 船越 あい

JHRS17-0100 浜田 康意

JHRS17-0101 早川 彰

JHRS17-0102 早坂 美香
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認定番号 会員　姓 会員　名

JHRS17-0103 林 輝洋

JHRS17-0104 林 彩子

JHRS17-0106 林 光江

JHRS17-0107 原田 直美

JHRS17-0109 肥後 良穂

JHRS17-0110 福田 祥子

JHRS17-0111 藤原 淳子

JHRS17-0112 古川 邦子

JHRS17-0113 今西 友香

JHRS17-0114 前田 淳也

JHRS17-0115 町田 直子

JHRS17-0116 松村 静香

JHRS17-0117 松本 侑

JHRS17-0118 水野 文惠

JHRS17-0119 新飼 加奈

JHRS17-0121 宮原 美幸

JHRS17-0122 宮本 奈央子

JHRS17-0123 三代川 勝彦

JHRS17-0124 向井 康造

JHRS17-0125 村上 唐子

JHRS17-0126 村上 結香

JHRS17-0127 村田 充子

JHRS17-0128 森 美砂子

JHRS17-0129 森下 裕子

JHRS17-0130 安田 和恵

JHRS17-0131 八巻 朋子

JHRS17-0132 山口 恵美

JHRS17-0133 山田 邦宏

JHRS17-0134 山中 優香

JHRS17-0135 山本 陽生

JHRS17-0136 山本 美野子

JHRS17-0137 油座 記子

JHRS17-0141 和田 美奈

JHRS17-0014

JHRS17-0019

JHRS17-0040

JHRS17-0050

JHRS17-0055

JHRS17-0059
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認定番号 会員　姓 会員　名

JHRS17-0072

JHRS17-0093

JHRS17-0099

JHRS17-0105

JHRS17-0084

JHRS17-0004

JHRS17-0030

JHRS18-0001 赤峯 里望

JHRS18-0003 安部 悦子

JHRS18-0004 吉田 千絵

JHRS18-0005 荒木 久美

JHRS18-0006 飯田 詩穂

JHRS18-0007 藤澤 翼

JHRS18-0008 飯野 壮峻

JHRS18-0010 石川 弥生

JHRS18-0011 石郷岡 美加子

JHRS18-0013 伊藤 由美子

JHRS18-0017 内田 真理子

JHRS18-0018 海老原 雅子

JHRS18-0019 江平 寿也

JHRS18-0020 大木 まゆみ

JHRS18-0021 小林 千秋

JHRS18-0022 大下 嘉文

JHRS18-0023 太田 慎子

JHRS18-0024 岡崎 美幸

JHRS18-0026 小川 佳子

JHRS18-0027 小川 真奈

JHRS18-0028 小野瀬 義治

JHRS18-0029 小野寺 彩愛

JHRS18-0030 小俣 諭子

JHRS18-0031 柿尾 亜希子

JHRS18-0032 掛川 和正

JHRS18-0034 梶浦 圭子

JHRS18-0035 奥本 愛美

JHRS18-0036 釜野 美紀

JHRS18-0037 川上 恵美

JHRS18-0038 川口 港

JHRS18-0039 神田 恵美子

JHRS18-0040 菅野 美樹

休会

休会
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認定番号 会員　姓 会員　名

JHRS18-0042 菊地 広子

JHRS18-0043 北村 憲子

JHRS18-0044 北本 憲拡

JHRS18-0045 倉部 忍

JHRS18-0046 来栖 朋恵

JHRS18-0047 山口 あすか

JHRS18-0048 黒北 恵津子

JHRS18-0049 小鹿 猛

JHRS18-0050 後藤 圭亮

JHRS18-0051 酒井 忍

JHRS18-0053 坂下 友美

JHRS18-0054 坂本 美佳

JHRS18-0055 坂本 利佳

JHRS18-0056 佐々木 梨香

JHRS18-0057 笹森 菜月

JHRS18-0058 青木 仁美

JHRS18-0059 野坂 文香

JHRS18-0060 河村 愛

JHRS18-0061 澤田 健一郎

JHRS18-0065 七五三木 章弘

JHRS18-0066 中西 菜月

JHRS18-0070 須賀 美月

JHRS18-0071 鈴木 綾

JHRS18-0073 鈴木 雅大

JHRS18-0074 瀬尾 有加

JHRS18-0075 関 恵理奈

JHRS18-0076 関根 晴香

JHRS18-0077 高岡 理恵

JHRS18-0078 高木 春菜

JHRS18-0079 高久 史織

JHRS18-0080 相良 奈緒美

JHRS18-0081 高梨 大輔

JHRS18-0082 高橋 いづみ

JHRS18-0083 高本 智史

JHRS18-0084 田村 明日美

JHRS18-0085 財川 美里

JHRS18-0086 塚田 あやの

JHRS18-0087 塚本 裕美

JHRS18-0089 藤後 梓

23



認定番号 会員　姓 会員　名

JHRS18-0090 冨田 大史

JHRS18-0091 天野 万祐子

JHRS18-0092 冨永 裕希子

JHRS18-0093 友寄 温子

JHRS18-0094 十良澤 智子

JHRS18-0095 中川 貴子

JHRS18-0096 中澤 さゆり

JHRS18-0097 中園 千佳

JHRS18-0099 中宮 美香

JHRS18-0100 並木 真澄

JHRS18-0101 馴松 佑紀

JHRS18-0102 西浦 美代子

JHRS18-0103 西川 香奈子

JHRS18-0104 西島 渚

JHRS18-0105 西山 実希

JHRS18-0106 根岸 和之

JHRS18-0107 野村 渚

JHRS18-0108 蓮見 悠

JHRS18-0109 濱地 一樹

JHRS18-0110 林 健太

JHRS18-0111 林田 志保

JHRS18-0112 吉行 直美

JHRS18-0113 樋口 亮

JHRS18-0114 久冨 結衣子

JHRS18-0115 日比野 雄作

JHRS18-0116 平井 裕加

JHRS18-0117 古山 美保

JHRS18-0118 弘津 真由子

JHRS18-0119 深井 実佳

JHRS18-0120 古閑森 未来

JHRS18-0121 深澤 佳子

JHRS18-0122 古川 明美

JHRS18-0123 古谷 美帆

JHRS18-0124 細見 千晴

JHRS18-0125 細谷 真奈美

JHRS18-0127 堀田 佐知子

JHRS18-0129 町田 真知子

JHRS18-0131 松永 彩乃

JHRS18-0132 松野 寛子
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認定番号 会員　姓 会員　名

JHRS18-0133 溝口 夏代

JHRS18-0135 宮城 理奈子

JHRS18-0136 宮下 ゆりか

JHRS18-0137 宗方 祐美子

JHRS18-0138 村田 恵

JHRS18-0140 矢作 由希子

JHRS18-0141 山田 ひとみ

JHRS18-0142 吉松 千晶

JHRS18-0143 淀川 千尋

JHRS18-0144 米山 宏恵

JHRS18-0145 渡辺 直子

JHRS18-0002

JHRS18-0012

JHRS18-0052

JHRS18-0064

JHRS18-0069

JHRS18-0126

JHRS18-0128

JHRS18-0130

JHRS18-0134

JHRS18-0139

JHRS18-0015

JHRS18-0062

JHRS19-0001 青栁 ますみ

JHRS19-0002 明保 優子

JHRS19-0003 井上 優香子

JHRS19-0005 新井 晶絵

JHRS19-0006 荒井 鴻飛

JHRS19-0007 荒木 千夏

JHRS19-0008 粟津 隆

JHRS19-0009 安藤 久美子

JHRS19-0010 飯田 文彦

JHRS19-0011 飯山 正美

JHRS19-0012 家本 知恵

JHRS19-0013 井川 喜夫

JHRS19-0015 池田 由香

JHRS19-0017 一丸 史江

JHRS19-0018 井塚 翔

JHRS19-0019 伊藤 園恵

休会

休会
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認定番号 会員　姓 会員　名

JHRS19-0020 伊藤 誠

JHRS19-0021 仲倉 佳子

JHRS19-0022 井上 幸子

JHRS19-0023 井上 真美子

JHRS19-0024 岩﨑 純子

JHRS19-0025 上田 希美香

JHRS19-0027 内田 健

JHRS19-0028 宇都宮 杏子

JHRS19-0029 遠藤 由美

JHRS19-0031 大谷 拓也

JHRS19-0033 大塚 香織

JHRS19-0034 大西 舞

JHRS19-0035 岡 江里子

JHRS19-0036 岡崎 愛志

JHRS19-0037 犬塚 遥

JHRS19-0039 奥田 裕之

JHRS19-0040 小室 拓也

JHRS19-0041 片山 優

JHRS19-0042 桂木 佳奈

JHRS19-0043 加藤 絵美

JHRS19-0044 金丸 久美

JHRS19-0045 川口 若奈

JHRS19-0046 川嶋 春花

JHRS19-0047 西岡 里穂

JHRS19-0048 河村 健吾

JHRS19-0049 河村 美希

JHRS19-0050 川村 良治

JHRS19-0052 神原 彰太

JHRS19-0053 北里 寛美

JHRS19-0054 北野 宏

JHRS19-0056 木村 百花

JHRS19-0057 清水 直子

JHRS19-0058 桐生 さとみ

JHRS19-0059 栗原 有美

JHRS19-0060 坂本 希

JHRS19-0061 河内 華月

JHRS19-0062 越口 恵美子

JHRS19-0063 後藤 佳那子

JHRS19-0064 小林 博
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認定番号 会員　姓 会員　名

JHRS19-0065 小林 美穂

JHRS19-0066 新家 加奈子

JHRS19-0067 小見戸 育恵

JHRS19-0068 小山 寿子

JHRS19-0069 齊藤 直輝

JHRS19-0070 齋藤 和

JHRS19-0071 佐伯 卓哉

JHRS19-0072 境田 知子

JHRS19-0073 酒見 祐子

JHRS19-0074 坂元 美代子

JHRS19-0075 相良 佑斗

JHRS19-0076 佐々木 伸子

JHRS19-0078 柴田 輝美

JHRS19-0079 清水 あさひ

JHRS19-0082 下大迫 裕二

JHRS19-0083 菅原 麻美

JHRS19-0084 内間 紗矢

JHRS19-0086 洲崎 そのみ

JHRS19-0087 鈴木 香純

JHRS19-0088 高橋 智世

JHRS19-0089 鈴木 水緒

JHRS19-0090 鈴木 夕貴

JHRS19-0091 須藤 朋子

JHRS19-0093 関田 恵利香

JHRS19-0094 三津谷 知枝

JHRS19-0095 大樂 萌子

JHRS19-0096 髙城 有紀

JHRS19-0097 髙嶋 知子

JHRS19-0099 瀧口 良重

JHRS19-0100 竹内 昌美

JHRS19-0103 田島 春奈

JHRS19-0104 田島 里絵

JHRS19-0105 多田 淳史

JHRS19-0106 立川 千佳

JHRS19-0107 髙木 美津穂

JHRS19-0108 田邉 京子

JHRS19-0110 玉木 和子

JHRS19-0113 辻 絵理子

JHRS19-0114 辻村 杏理沙
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認定番号 会員　姓 会員　名

JHRS19-0115 積田 雅央

JHRS19-0116 中川 茉紀

JHRS19-0117 中田 実千代

JHRS19-0118 野中 亞矢佳

JHRS19-0119 中武 志津香

JHRS19-0120 中西 範子

JHRS19-0121 仲野 和紀

JHRS19-0123 中山 莉佳

JHRS19-0124 夏目 采

JHRS19-0125 波野 史典

JHRS19-0126 上妻 李花

JHRS19-0128 野口 桃子

JHRS19-0129 野原 めぐみ

JHRS19-0130 長谷川 訓大

JHRS19-0131 畑 真実

JHRS19-0132 濱田 早希

JHRS19-0133 林 和哉

JHRS19-0134 林 優子

JHRS19-0135 原 美砂子

JHRS19-0137 塩田 加寿美

JHRS19-0138 平野 京子

JHRS19-0140 福島 直子

JHRS19-0141 藤井 昌代

JHRS19-0142 藤江 綾香

JHRS19-0145 根橋 伴美

JHRS19-0146 前田 真里

JHRS19-0147 牧野 薫

JHRS19-0148 松田 浩明

JHRS19-0149 松原 幸子

JHRS19-0150 松本 浩子

JHRS19-0152 水野 日香

JHRS19-0153 宮内 和美

JHRS19-0154 三宅 穂岳

JHRS19-0155 宮崎 泰寛

JHRS19-0156 村瀬 妙子

JHRS19-0157 澤田 志実

JHRS19-0159 森口 美由紀

JHRS19-0161 安武 卓哉

JHRS19-0162 柳澤 美千代
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認定番号 会員　姓 会員　名

JHRS19-0163 山口 明子

JHRS19-0164 山﨑 直美

JHRS19-0165 山下 雅水

JHRS19-0166 山下 三千世

JHRS19-0167 井角 菜津美

JHRS19-0168 山中 絵美

JHRS19-0169 山本 かおる

JHRS19-0170 山本 佳代

JHRS19-0171 横山 健輔

JHRS19-0172 吉田 春江

JHRS19-0173 髙寺 真野

JHRS19-0174 脇田 知宥

JHRS19-0175 支倉 詩音

JHRS19-0004

JHRS19-0026

JHRS19-0055

JHRS19-0077

JHRS19-0080

JHRS19-0081

JHRS19-0092

JHRS19-0098

JHRS19-0101

JHRS19-0102

JHRS19-0109

JHRS19-0111

JHRS19-0112

JHRS19-0136

JHRS19-0139

JHRS19-0151

JHRS19-0158

JHRS19-0176

JHRS19-0014

JHRS19-0016

JHRS19-0051

JHRS19-0160

JHRS20-0001 相場 里江

JHRS20-0002 青木 駿

JHRS20-0003 村松 絵里香

JHRS20-0004 秋田 梢

休会

休会

休会

休会
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認定番号 会員　姓 会員　名

JHRS20-0006 浅野 芳徳

JHRS20-0007 東 亮太

JHRS20-0008 渥美 友貴

JHRS20-0009 阿部 美佐子

JHRS20-0010 阿部 基正

JHRS20-0011 安部 百合子

JHRS20-0012 新井 光恵

JHRS20-0013 新井 りほ

JHRS20-0014 有田 昇平

JHRS20-0015 粟野 敏光

JHRS20-0016 飯田 知也

JHRS20-0017 池田 航大

JHRS20-0018 池田 優

JHRS20-0019 池田 裕

JHRS20-0020 石井 智

JHRS20-0021 石川 真麻

JHRS20-0022 石澤 真実

JHRS20-0023 石塚 紗里

JHRS20-0024 市川 淳也

JHRS20-0025 市川 真嗣

JHRS20-0026 市島 真由美

JHRS20-0029 猪俣 華世

JHRS20-0030 井原 知穂

JHRS20-0031 今岡 貴志

JHRS20-0032 岩瀬 貴子

JHRS20-0033 藤原 亜美

JHRS20-0034 岩本 和樹

JHRS20-0036 岩本 みや子

JHRS20-0037 岩屋 松代

JHRS20-0038 上田 直幸

JHRS20-0039 上原 竜斗

JHRS20-0040 臼田 歩実

JHRS20-0042 内舘 幸絵

JHRS20-0043 内野 晴香

JHRS20-0044 内山 聖

JHRS20-0045 榎本 由美

JHRS20-0046 遠藤 綾子

JHRS20-0047 遠藤 千草

JHRS20-0048 及川 和紀
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認定番号 会員　姓 会員　名

JHRS20-0049 大口 裕樹

JHRS20-0050 大嶋 公美子

JHRS20-0051 大田 世菜

JHRS20-0052 太田 理恵子

JHRS20-0053 大貫 由夏

JHRS20-0054 大場 花香

JHRS20-0055 大場 真紀

JHRS20-0056 大松 恵理香

JHRS20-0057 大本 清香

JHRS20-0058 岡本 花織

JHRS20-0059 小川 奈保子

JHRS20-0060 荻沼 亮平

JHRS20-0061 荻野 聡子

JHRS20-0062 沖山 みつき

JHRS20-0063 奥 いずみ

JHRS20-0064 小野 和孝

JHRS20-0065 小野 寿子

JHRS20-0066 小野 泰弘

JHRS20-0067 鍛冶田 修

JHRS20-0068 春日 武史

JHRS20-0070 片桐 一恵

JHRS20-0071 加藤 尚

JHRS20-0072 桑原 美穂

JHRS20-0073 神尾 武

JHRS20-0074 神尾 麻里子

JHRS20-0075 上嶋 朋美

JHRS20-0076 賀佐 彩矢

JHRS20-0077 川越 穂高

JHRS20-0078 川初 章二

JHRS20-0079 菊地 萌

JHRS20-0081 木村 由佳里

JHRS20-0082 日下部 駿人

JHRS20-0083 草刈 翔

JHRS20-0084 久場 良勇

JHRS20-0085 久保 民子

JHRS20-0086 久保居 晃子

JHRS20-0087 倉重 智子

JHRS20-0088 古賀 恵

JHRS20-0089 小嶋 彩
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認定番号 会員　姓 会員　名

JHRS20-0090 小林 めぐみ

JHRS20-0092 駒井 裕子

JHRS20-0093 小峰 雅子

JHRS20-0094 今野 三枝子

JHRS20-0095 齋藤 賢

JHRS20-0096 齋藤 潤一

JHRS20-0097 佐藤 佳菜

JHRS20-0098 佐藤 夏巳

JHRS20-0099 塩田 梢

JHRS20-0100 篠原 明子

JHRS20-0101 柴田 悠貴

JHRS20-0102 清水 智子

JHRS20-0103 城 健太

JHRS20-0104 小路 麻理

JHRS20-0105 白石 明美

JHRS20-0106 須上 まどか

JHRS20-0109 瀬賀 敏之

JHRS20-0110 関根 敏勝

JHRS20-0111 杣谷 大貴

JHRS20-0112 栗巣 千紗

JHRS20-0113 高柴 直子

JHRS20-0114 高橋 笑

JHRS20-0115 竹中 彩乃

JHRS20-0116 竹原 真帆

JHRS20-0117 立松 美幸

JHRS20-0118 田中 沙季

JHRS20-0119 太郎丸 奈央

JHRS20-0120 塚田 亜希

JHRS20-0121 入谷 みなみ

JHRS20-0122 辻原 和恵

JHRS20-0123 辻本 裕美

JHRS20-0124 藤内 裕一

JHRS20-0126 栃原 しおり

JHRS20-0128 都鳥 菜摘

JHRS20-0129 冨田 沙希

JHRS20-0131 中島 蒼

JHRS20-0133 中村 江里

JHRS20-0134 中村 麻里子

JHRS20-0135 中山 清美
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認定番号 会員　姓 会員　名

JHRS20-0136 中山 智宏

JHRS20-0137 中山 拓樹

JHRS20-0138 中山 由香里

JHRS20-0140 西川 達也

JHRS20-0141 西田 優歩

JHRS20-0142 西野 有里

JHRS20-0143 西之坊 枝里

JHRS20-0144 西村 早苗

JHRS20-0145 根本 咲

JHRS20-0146 野田 理菜子

JHRS20-0147 橋本 奈津恵

JHRS20-0148 畠山 郁子

JHRS20-0149 秦野 敬子

JHRS20-0150 浜田 紗希

JHRS20-0151 濱田 沙耶

JHRS20-0152 濱田 卓也

JHRS20-0153 濱田 恭

JHRS20-0154 濵邉 ともみ

JHRS20-0155 林 亜弓

JHRS20-0156 林 健太

JHRS20-0157 林 繭子

JHRS20-0158 前川 瑞奈

JHRS20-0159 万場 真乃介

JHRS20-0160 肥佐多 伸子

JHRS20-0161 平井 由希実

JHRS20-0162 平石 真有

JHRS20-0163 平松 えり

JHRS20-0164 廣石 圭子

JHRS20-0165 福井 皐月

JHRS20-0166 福澤 京介

JHRS20-0167 福田 みか

JHRS20-0168 矢上 亜沙美

JHRS20-0171 堀下 真季

JHRS20-0173 増田 裕菜

JHRS20-0174 松井 美咲

JHRS20-0175 松尾 美江

JHRS20-0176 松崎 つや子

JHRS20-0177 松島 和海

JHRS20-0178 松本 純子
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認定番号 会員　姓 会員　名

JHRS20-0179 前田 果奈

JHRS20-0180 丸田 穏

JHRS20-0181 三浦 晴香

JHRS20-0183 三谷 奈穂

JHRS20-0184 三田村 有梨

JHRS20-0185 宮内 隆光

JHRS20-0186 宮川 大樹

JHRS20-0187 宮﨑 朋美

JHRS20-0188 宮野 裕子

JHRS20-0189 宗形 直哉

JHRS20-0190 村上 舞

JHRS20-0191 村田 千晶

JHRS20-0194 森川 努

JHRS20-0195 森田 那奈架

JHRS20-0196 森田 るみ子

JHRS20-0197 森本 恭子

JHRS20-0198 矢尾 早

JHRS20-0199 安井 佑季

JHRS20-0200 安田 理恵

JHRS20-0201 山我 広美

JHRS20-0202 山崎 千穂

JHRS20-0203 山田 貴士

JHRS20-0204 山田 祐子

JHRS20-0205 山本 あかね

JHRS20-0206 山本 博子

JHRS20-0207 雪吉 祥恵

JHRS20-0208 横山 恵

JHRS20-0209 吉實 純子

JHRS20-0210 芳田 梓

JHRS20-0211 吉田 美音

JHRS20-0212 上田 佳澄

JHRS20-0213 良永 尚大

JHRS20-0214 吉沼 正喜

JHRS20-0215 龍 紘一朗

JHRS20-0218 渡辺 敦子

JHRS20-0219 渡部 寛道

JHRS20-0028

JHRS20-0035

JHRS20-0041

34



認定番号 会員　姓 会員　名

JHRS20-0069

JHRS20-0080

JHRS20-0107

JHRS20-0108

JHRS20-0169

JHRS20-0170

JHRS20-0182

JHRS20-0216

JHRS20-0217

JHRS20-0005

JHRS20-0027

JHRS20-0132

JHRS20-0139

JHRS22-0001 青木 久美子

JHRS22-0002 青木 宏美

JHRS22-0003 青山 清貴

JHRS22-0004 赤坂 友規子

JHRS22-0005 赤羽 由香

JHRS22-0006 東江 秀太朗

JHRS22-0007 浅井 実花

JHRS22-0008 安達 俊英

JHRS22-0009 阿部 悠希

JHRS22-0010 荒井 直子

JHRS22-0012 池田 早絵

JHRS22-0013 伊郷 優翔

JHRS22-0014 石坂 結夏

JHRS22-0015 和泉 美郷

JHRS22-0016 伊藤 志保

JHRS22-0017 伊藤 有紀乃

JHRS22-0018 井上 直也

JHRS22-0019 井上 裕子

JHRS22-0020 岩下 飛翔

JHRS22-0021 上野 美里

JHRS22-0022 上畠 和仁

JHRS22-0023 内原 光代

JHRS22-0024 江橋 正浩

JHRS22-0025 遠藤 綾夏

JHRS22-0026 大嶽 まゆ子

JHRS22-0027 大塚 美亜

休会

休会

休会
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認定番号 会員　姓 会員　名

JHRS22-0028 岡 諭紀

JHRS22-0029 岡村 朋子

JHRS22-0030 小川 剛汰

JHRS22-0031 隠岐 博文

JHRS22-0032 筬井 宣任

JHRS22-0033 越智 愛

JHRS22-0034 小原 京子

JHRS22-0035 梶木 潤

JHRS22-0036 賀長 裕介

JHRS22-0037 門屋 雅大

JHRS22-0038 金丸 法子

JHRS22-0039 狩野 秀貴

JHRS22-0040 釜石 雅世

JHRS22-0041 蒲原 香澄

JHRS22-0042 河本 葉月

JHRS22-0043 神田 茂孝

JHRS22-0044 岸本 多紀子

JHRS22-0045 北田 真結

JHRS22-0046 木村 翔太

JHRS22-0047 木村 亮

JHRS22-0049 小嶋 将太

JHRS22-0050 児玉 晴香

JHRS22-0051 小林 奈津季

JHRS22-0053 駒崎 千秋

JHRS22-0056 齊藤 真未

JHRS22-0058 酒井 優華

JHRS22-0059 佐久間 麻三子

JHRS22-0061 下山 友菜

JHRS22-0062 庄司 拓哉

JHRS22-0063 末松 祐子

JHRS22-0065 鈴木 康太

JHRS22-0066 鈴木 駿輔

JHRS22-0067 鈴木 千斗枝

JHRS22-0068 鈴木 春香

JHRS22-0070 園田 和正

JHRS22-0072 高橋 真由美

JHRS22-0074 田口 友香

JHRS22-0075 田外 大輝

JHRS22-0076 竹内 かな
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JHRS22-0077 竹内 久敏

JHRS22-0078 谷岡 美咲

JHRS22-0080 田村 仁香

JHRS22-0081 辻内 卓矢

JHRS22-0083 土谷 朱子

JHRS22-0085 土屋 睦子

JHRS22-0086 出口 小里

JHRS22-0087 土岐 聡

JHRS22-0088 戸島 辰徳

JHRS22-0089 戸田 友理奈

JHRS22-0090 富澤 稔

JHRS22-0091 冨山 有希奈

JHRS22-0093 中尾 優風子

JHRS22-0094 永岡 桜子

JHRS22-0095 中川 佳典

JHRS22-0096 永原 隆之

JHRS22-0097 中堀 さおり

JHRS22-0098 中村 尚子

JHRS22-0099 中村 実和

JHRS22-0100 中山 心

JHRS22-0101 那須 翼

JHRS22-0102 灘浜 徹哉

JHRS22-0103 新島 萌

JHRS22-0104 西尾 嘉紘

JHRS22-0105 西垣 哲太

JHRS22-0106 西村 栄美

JHRS22-0107 西脇 啓太

JHRS22-0108 根岸 栄子

JHRS22-0109 矢野 沙椰子

JHRS22-0110 馬場 優苗

JHRS22-0111 羽原 帆乃香

JHRS22-0112 濱田 里美

JHRS22-0113 濱屋 茜

JHRS22-0114 廣田 大輔

JHRS22-0115 藤沢 芳子

JHRS22-0117 宝地戸 しの

JHRS22-0118 保坂 真菜

JHRS22-0119 堀川 史織

JHRS22-0120 堀野 美宝子
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JHRS22-0121 牧 千絵子

JHRS22-0122 増子 由華

JHRS22-0123 増田 美香

JHRS22-0124 間瀬 典弥

JHRS22-0125 町田 絢香

JHRS22-0126 松川 裕司

JHRS22-0127 松本 彩那

JHRS22-0128 松元 智美

JHRS22-0129 松本 優汰

JHRS22-0130 松本 悠真

JHRS22-0131 眞野 孝二

JHRS22-0132 三浦 京子

JHRS22-0133 三浦 重禎

JHRS22-0134 水永 史佳

JHRS22-0135 皆川 歩

JHRS22-0136 三邉 順子

JHRS22-0137 宮澤 宏幸

JHRS22-0138 宮田 将志

JHRS22-0139 宮原 菜弥

JHRS22-0140 宮本 亜紀

JHRS22-0141 室井 夏妃

JHRS22-0142 森 裕子

JHRS22-0143 森河 沙都

JHRS22-0144 森下 知子

JHRS22-0145 森田 禎至

JHRS22-0147 安田 香織

JHRS22-0148 山内 佑輝

JHRS22-0149 山崎 早江子

JHRS22-0150 寺井 恵

JHRS22-0152 横関 梨花

JHRS22-0153 芳沢 礼佑

JHRS22-0154 吉田 貴紀

JHRS22-0155 吉野 太

JHRS22-0156 米津 優圭

JHRS22-0157 米山 雅彦

JHRS22-0158 渡辺 順也

JHRS22-0159 渡邊 美香

JHRS22-0160 渡邊 恵

JHRS22-0161 渡貫 羅士伽
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JHRS22-0011

JHRS22-0048

JHRS22-0052

JHRS22-0054

JHRS22-0055

JHRS22-0057

JHRS22-0060

JHRS22-0064

JHRS22-0069

JHRS22-0071

JHRS22-0073

JHRS22-0079

JHRS22-0082

JHRS22-0084

JHRS22-0092

JHRS22-0116

JHRS22-0146

JHRS22-0151

JHRS23-0001 青地 千亜紀

JHRS23-0003 浅井 梨乃

JHRS23-0004 浅田 大

JHRS23-0005 足立 由美子

JHRS23-0006 新井 萌衣

JHRS23-0007 有冨 知明

JHRS23-0008 伊井 佳祐

JHRS23-0009 飯村 一俊

JHRS23-0010 五十嵐 侑希

JHRS23-0012 池田 聡子

JHRS23-0013 池田 亮

JHRS23-0014 池戸 伊佐子

JHRS23-0015 石神 和輝

JHRS23-0016 石川 静香

JHRS23-0017 一身 百香

JHRS23-0019 伊東 美保子

JHRS23-0020 稲葉 明日香

JHRS23-0021 今井 伸一郎

JHRS23-0022 岩見 陸

JHRS23-0023 魚岸 晴子

JHRS23-0024 内川 陽介
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JHRS23-0025 内田 由美子

JHRS23-0026 上床 幸弘

JHRS23-0027 笈川 実和

JHRS23-0028 老平 早希

JHRS23-0029 大井 由紀子

JHRS23-0030 大江 啓之

JHRS23-0031 大亀 優輝

JHRS23-0032 大西 文香

JHRS23-0034 岡田 拓郎

JHRS23-0035 岡庭 まき

JHRS23-0036 岡部 弓枝

JHRS23-0037 岡安 麻希

JHRS23-0039 奥平 舞

JHRS23-0040 小澤 綾子

JHRS23-0041 柏木 麻由

JHRS23-0042 片岡 ゆみ

JHRS23-0043 片平 美優

JHRS23-0044 金田 晴輝

JHRS23-0045 金子 暁子

JHRS23-0046 兼田 幸希

JHRS23-0047 金森 徹三

JHRS23-0048 亀谷 孝志

JHRS23-0049 川崎 有紀

JHRS23-0050 神庭 優衣

JHRS23-0051 岸本 英津子

JHRS23-0052 岸本 ひかる

JHRS23-0053 北川 剛嗣

JHRS23-0054 木部 佐紀

JHRS23-0055 木村 一幾

JHRS23-0056 木村 美奈

JHRS23-0057 轡田 結衣

JHRS23-0058 栗木 春佳

JHRS23-0059 栗林 佳織

JHRS23-0060 栗山 晶子

JHRS23-0062 計良 奈緒

JHRS23-0063 小池 和代

JHRS23-0064 小池 史織

JHRS23-0065 古株 楓

JHRS23-0066 小暮 里奈
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JHRS23-0067 輿水 亮汰

JHRS23-0068 古藤 聡一

JHRS23-0069 後藤 俊貴

JHRS23-0070 小岱 廣喜

JHRS23-0071 小林 恵理

JHRS23-0072 小林 睦子

JHRS23-0073 小林 莉沙

JHRS23-0074 小原 健一

JHRS23-0075 斉藤 修司

JHRS23-0076 齊藤 祐巳子

JHRS23-0077 佐賀井 聡

JHRS23-0078 笹岡 真衣

JHRS23-0079 佐藤 絢実

JHRS23-0080 佐野 友宣

JHRS23-0081 宍戸 奈美子

JHRS23-0082 芝 直紀

JHRS23-0083 嶋岡 佑介

JHRS23-0085 志村 優香

JHRS23-0086 朱田 加寿美

JHRS23-0087 白石 伊織

JHRS23-0088 城月 彩奈

JHRS23-0089 城山 直紀

JHRS23-0090 杉山 みどり

JHRS23-0092 須藤 小百合

JHRS23-0093 墨谷 咲子

JHRS23-0094 関 美緒

JHRS23-0095 関口 優子

JHRS23-0096 相馬 葵

JHRS23-0097 相馬 明美

JHRS23-0098 高津 忍

JHRS23-0099 鷹取 有紀

JHRS23-0101 高橋 佳子

JHRS23-0102 高橋 咲貴

JHRS23-0103 高橋 悠

JHRS23-0104 田上 加奈子

JHRS23-0105 高山 美幸

JHRS23-0106 竹内 善彦

JHRS23-0107 建川 結子

JHRS23-0108 橘 莉沙
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JHRS23-0109 田中 絹代

JHRS23-0110 田中 杏佳

JHRS23-0111 田中 美咲

JHRS23-0112 棚橋 亜実

JHRS23-0113 田辺 咲貴

JHRS23-0115 玉元 詩織

JHRS23-0116 千葉 京香

JHRS23-0117 千葉 瑞月

JHRS23-0118 堤 麻衣

JHRS23-0119 詰石 佳那子

JHRS23-0120 鶴谷 香里

JHRS23-0122 寺瀬 ひなの

JHRS23-0123 寺西 優里香

JHRS23-0124 土井 和代

JHRS23-0125 戸高 里々花

JHRS23-0127 中崎 健太

JHRS23-0128 中路 さやか

JHRS23-0129 中島 雅子

JHRS23-0130 仲宗根 康文

JHRS23-0131 中塚 賢一

JHRS23-0132 長沼 真紀

JHRS23-0134 中村 和美

JHRS23-0135 中村 桂子

JHRS23-0136 中村 文弥

JHRS23-0137 中矢 ひかり

JHRS23-0138 中山 裕介

JHRS23-0139 仲村渠 由華

JHRS23-0140 鳴神 梓

JHRS23-0141 難波 菜摘

JHRS23-0142 西川 愛

JHRS23-0143 西村 有那

JHRS23-0144 新田 菜津美

JHRS23-0145 野沢 亜希子

JHRS23-0146 橋本 奈穂

JHRS23-0147 長谷川 侑香

JHRS23-0149 林 智剛

JHRS23-0150 林 真衣

JHRS23-0151 原田 彩香

JHRS23-0152 半藤 徹也
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JHRS23-0153 樋口 未来

JHRS23-0155 氷室 幸輝

JHRS23-0156 廣 美紀

JHRS23-0157 福田 紗希

JHRS23-0158 福原 正史

JHRS23-0159 藤仲 直美

JHRS23-0161 保坂 侑里

JHRS23-0162 前原 永莉香

JHRS23-0163 牧野 真弓

JHRS23-0164 松下 瑞季

JHRS23-0166 松本 彩花

JHRS23-0167 馬渕 愛

JHRS23-0168 丸岡 継代

JHRS23-0169 丸山 聖太

JHRS23-0170 水谷 天美

JHRS23-0171 三谷 麻子

JHRS23-0172 蓑方 葉月

JHRS23-0173 宮田 有紀

JHRS23-0174 宮田 友輔

JHRS23-0175 向中野 奈穂

JHRS23-0176 村上 美智花

JHRS23-0177 村越 美旺

JHRS23-0178 村田 絵梨香

JHRS23-0179 元田 博子

JHRS23-0180 森口 美華子

JHRS23-0181 森田 光里

JHRS23-0182 森地 基矩信

JHRS23-0183 柳田 貴子

JHRS23-0184 山川 寿美子

JHRS23-0185 山口 潤平

JHRS23-0186 山崎 寛子

JHRS23-0187 山崎 理恵子

JHRS23-0188 山田 奈津

JHRS23-0189 山田 悠貴

JHRS23-0190 山中 玲子

JHRS23-0191 山本 彩夏

JHRS23-0192 山谷 静香

JHRS23-0193 横溝 法子

JHRS23-0194 余米 良介
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JHRS23-0195 吉崎 彰

JHRS23-0196 吉田 いずみ

JHRS23-0197 吉田 活就

JHRS23-0199 吉村 麻衣子

JHRS23-0201 六波羅 あかり

JHRS23-0202 渡部 亨

JHRS23-0203 渡邊 浩幸

JHRS23-0204 渡邊 将史

JHRS23-0205 棉本 友香

JHRS23-0002

JHRS23-0011

JHRS23-0018

JHRS23-0033

JHRS23-0038

JHRS23-0061

JHRS23-0084

JHRS23-0091

JHRS23-0100

JHRS23-0114

JHRS23-0121

JHRS23-0126

JHRS23-0133

JHRS23-0148

JHRS23-0154

JHRS23-0160

JHRS23-0165

JHRS23-0198
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