
第２４回健康生きがいづくりアドバイザー全国大会　　　参加者リスト　（アイウエオ順・2016.11.10現在）

氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 県名 回期 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 県名 回期

1 芦田　美子 ｱｼﾀﾞ ﾖｼｺ 京都府 第４９回 38 小池　喜四雄 ｺｲｹ　ｷｼｵ 奈良県 第２９回

2 安藤　實奈子 ｱﾝﾄﾞｳ　ﾐﾅｺ 熊本県 第３６回 39 小泉　賢司 ｺｲｽﾞﾐ　ｹﾝｼﾞ 神奈川県 通信１０回

3 池角　啓子 ｲｹｽﾐ ｹｲｺ 愛知県 第５４回大阪 40 境　幹夫 ｻｶｲ　ﾐｷｵ 神奈川県 通信１３回

4 石野　一雄 ｲｼﾉ　ｶｽﾞｵ 愛知県 第３２回 41 佐坂　輝久 ｻｻｶ ﾃﾙﾋｻ 徳島県 第３９回

5 磯　竹栄 ｲｿ　ﾀｹｴ 埼玉県 第１５回 42 沢登　京子 ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ｷｮｳｺ 山梨県 第４７回

6 市野　弘 ｲﾁﾉ　ﾋﾛｼ 和歌山県 通信１６ 43 島方　正敏 ｼﾏｶﾀ ﾏｻﾄｼ 栃木県 第４９回

7 伊藤　敏子 ｲﾄｳ ﾄｼｺ 三重県 第５９回 44 下谷　里美 ｼﾓﾀﾆ ｻﾄﾐ 愛知県 通信１６回

8 伊藤　敏正 ｲﾄｳ　ﾄｼﾏｻ 三重県 第６３回 45 白井　幸久 ｼﾗｲ　ﾕｷﾋｻ 東京都 第８７回

9 伊藤　美和 ｲﾄｳ　ﾖｼｶｽﾞ 神奈川県 モデル 46 武田　裕 ﾀｹﾀﾞ　ﾕﾀｶ 栃木県 第６６回

10 伊藤　亮 ｲﾄｳ　ﾘｮｳ 三重県 第９５回 47 辻　知枝美 ﾂｼﾞ　ﾁｴﾐ 富山県 第９６回

11 井上　美佐恵 ｲﾉｳｴ　ﾐｻｴ 静岡県 第５４回静岡 48 辻　哲夫 ﾂｼﾞ　ﾃﾂｵ 神奈川県 理事長

12 今中　光子 ｲﾏﾅｶ ﾐﾂｺ 岡山県 第５４回大阪 49 辻　哲次 ﾂｼﾞ　ﾃﾂｼﾞ 富山県 通信１１回

13 臼井　茂俊 ｳｽｲ ｼｹﾞﾄｼ 兵庫県 第１０２回 50 辻屋　哲男 ﾂｼﾞﾔ ﾃﾂｵ 三重県 鈴鹿

14 梅村　静代 ｳﾒﾑﾗ ｼｽﾞﾖ 愛知県 第１２８回 51 辻屋　康子 ﾂｼﾞﾔ ﾔｽｺ 三重県 鈴鹿

15 江口　郁子 ｴｸﾞﾁ ｲｸｺ 新潟県 第４９回 52 中嶋　和夫 ﾅｶｼﾏ ｶｽﾞｵ 岡山県 第1２５回

16 江口　典秀　 ｴｸﾞﾁ　ﾉﾘﾖｼ 神奈川県 第１３２回 53 中嶋　研二 ﾅｶｼﾞﾏ　ｹﾝｼﾞ 長野県 第２１回

17 江口　英夫 ｴｸﾞﾁ　ﾋﾃﾞｵ 新潟県 第１３６回 54 永森　博 ﾅｶﾞﾓﾘ　ﾋﾛｼ 東京都 第３５回

18 江藤　和子 ｴﾄｳ ｶｽﾞｺ 神奈川県 第３９回 55 西峰　秀明 ﾆｼﾐﾈ ﾋﾃﾞｱｷ 愛知県 第４７回

19 大石　弘子 ｵｵｲｼ ﾋﾛｺ 静岡県 第６４回 56 沼倉　智華子 ﾇﾏｸﾗ ﾁｶｺ 山梨県 第１２９回

20 大熊　謙治 ｵｵｸﾏ　ｹﾝｼﾞ 神奈川県 第７０回 57 橋爪  武司 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾀｹｼ 千葉県 第１８回

21 大島　稲造 ｵｵｼﾏ　ｲﾅｿﾞｳ 神奈川県 第９５回 58 橋元　慶男 ﾊｼﾓﾄ　ｹｲｵ 三重県 第１４回

22 大平　照子 ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾃﾙｺ 三重県 鈴鹿 59 橋本　宜和　 ﾊｼﾓﾄ　ﾖｼｶｽﾞ 大阪府 第２５回

23 大谷　源一 ｵｵﾀﾆ ｹﾞﾝｲﾁ 埼玉県 財団 60 長谷川　幹夫 ﾊｾｶﾞﾜ　ﾐｷｵ 埼玉県 通信２０

24 大西　澄男 ｵｵﾆｼ ｽﾐｵ 福井県 第１１６回 61 林　憲一 ﾊﾔｼ ｹﾝｲﾁ 富山県 第１０９回

25 小川　文男 ｵｶﾞﾜ　ﾌﾐｵ 神奈川県 第７０回 62 林田　恒正 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾂﾈﾏｻ 福井県 第１１６回

26 奥谷　博 ｵｸﾀﾆ ﾋﾛｼ 大阪府 第２３回 63 東田　昌子 ﾋｶﾞｼﾀﾞ ﾏｻｺ 大阪府 第１３５回

27 奥村　具子 ｵｸﾑﾗ ﾄﾓｺ 愛知県 第２４回 64 久田　耕一郎 ﾋｻﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 愛知県 一般

28 香川  弘 ｶｶﾞﾜ　ﾋﾛﾑ 兵庫県 第２０回 65 福田　越子 ﾌｸﾀﾞ　ｴﾂｺ 栃木県 第７２回

29 神内　千惠子 ｶﾐｳﾁ ﾁｴｺ 京都府 第１１３回 66 福田　真純 ﾌｸﾀﾞ　ﾏｽﾐ 栃木県 一般

30 河北　由紀 ｶﾜｷﾀ ﾕｷ 京都府 第５４回大阪 67 福林　正行 ﾌｸﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾕｷ京都府 第８９回

31 川崎　義春 ｶﾜｻｷ ﾖｼﾊﾙ 岡山県 第１１１回 68 藤枝　静次 ﾌｼﾞｴﾀﾞ ｾｲｼﾞ 愛知県 第０７回

32 木内　寛之 ｷｳﾁ ﾋﾛﾕｷ 静岡県 第１０１回 69 藤田　秋夫 ﾌｼﾞﾀ　ｱｷｵ 静岡県 第３８回

33 木戸　良朗 ｷﾄﾞ　ﾖｼﾛｳ 神奈川県 第７７回 70 藤田　宏次 ﾌｼﾞﾀ　ﾋﾛﾂｸﾞ 神奈川県 第５３回

34 草地  達生 ｸｻﾁ ﾀﾂｵ 岡山県 通信０７回 71 藤田　真寛 ﾌｼﾞﾀ　ﾏｻﾋﾛ 徳島県 通信１２

35 國尾　慈照 ｸﾆｵ　ﾖｼｱｷ 東京都 第１２６回 72 藤村　宣之 ﾌｼﾞﾑﾗ　ﾉﾌﾞﾕｷ埼玉県 財団

36 國松　善次 ｸﾆﾏﾂ　ﾖｼﾂｸﾞ 滋賀県 第１回 73 藤原　謙吉 ﾌｼﾞﾜﾗ　ｹﾝｷﾁ 岡山県 第６２回

37 栗尾　銭二郎 ｸﾘｵ　ｾﾝｼﾞﾛｳ 徳島県 第１２回 74 藤原　寛子 ﾌｼﾞﾜﾗ　ﾋﾛｺ 宮城県 通信１１回



75 牧野　ゆき子 ﾏｷﾉ　ﾕｷｺ 京都府 第５８回大阪

76 松浦　隆志 ﾏﾂｳﾗ ﾀｶｼ 神奈川県 第９５回

77 松木　賢彌 ﾏﾂｷ　ｹﾝﾔ 山形県 第２８回

78 松田　誠一 ﾏﾂﾀﾞ　ｾｲｲﾁ 東京都 通信０８回

79 松永　正昭 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾏｻｱｷ 福井県 第１１６回

80 松林　惠 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾒｸﾞﾐ 静岡県 第８１回

81 三浦　紀子 ﾐｳﾗ ﾉﾘｺ 神奈川県 第７０回

82 三津井　博昭 ﾐﾂｲ ﾋﾛｱｷ 兵庫県 第２６回

83 三村　不二 ﾐﾑﾗ ﾌｼﾞ 広島県 通信０８回

84 宮川　俊夫 ﾐﾔｶﾞﾜ　ﾄｼｵ 滋賀県 第４５回

85 宮武　正浩 ﾐﾔﾀｹ ﾏｻﾋﾛ 大阪府 第５４回大阪

86 武藤　二郎 ﾑﾄｳ　ﾆﾛｳ 京都府 第９０回

87 村上　暁子 ﾑﾗｶﾐ ｷﾞｮｳｺ 愛知県 第７７回

88 村上　昌生 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻｵ 愛知県 第５３回

89 目島　公男 ﾒｼﾞﾏ ｷﾐｵ 神奈川県 通信１０

90 森　富美子 ﾓﾘ　ﾌﾐｺ 徳島県 第６３回

91 森石　三郎 ﾓﾘｲｼ ｻﾌﾞﾛｳ 静岡県 第１３６回

92 山口　義人 ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾖｼﾋﾄ 愛知県 通信０８回

93 山田　康廣 ﾔﾏﾀﾞ　ﾔｽﾋﾛ 大阪府 第３０回

94 山本　市江 ﾔﾏﾓﾄ　ｲﾁｴ 徳島県 第１２３回

95 湯浅　二郎 ﾕｱｻ ｼﾞﾛｳ 岡山県 第４２回

96 吉田  隆幸 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 神奈川県 モデル

97 若原　功 ﾜｶﾊﾗ ｲｻｵ 静岡県 第５４回静岡


