
第25回健康生きがいづくりアドバイザー全国大会　懇親会出席者リスト(都道府県別）

NO 氏名 よみ 出身県 NO 氏名 よみ 出身県 NO 氏名 よみ 出身県

1 三喜　仁美 ﾐｷ ﾋﾄﾐ 北海道 1 39 津川　典久 ﾂｶﾞﾜ　ﾉﾘﾋｻ 東京都 13 77 小島　美恵子 ｺｼﾞﾏ　ﾐｴｺ 新潟県 15

2 渡邊　一栄 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｶｽﾞｴ 北海道 1 40 土屋　哲男 ﾂﾁﾔ　ﾃﾂｵ 東京都 13 78 島田　幸廣 ｼﾏﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ 新潟県 15

3 湯村　和彦 ﾕﾑﾗ ｶｽﾞﾋｺ 宮城県 4 41 出口　筧太郎 ﾃﾞｸﾞﾁ　ｹﾝﾀﾛｳ 東京都 13 79 須田　恒夫 ｽﾀﾞ ﾂﾈｵ 新潟県 15

4 岡本　安之 ｵｶﾓﾄ ﾔｽﾕｷ 栃木県 9 42 橋本　登 ﾊｼﾓﾄ　ﾉﾎﾞﾙ 東京都 13 80 星野　紀子 ﾎｼﾉ ﾉﾘｺ 新潟県 15

5 島方　正敏 ｼﾏｶﾀ　ﾏｻﾄｼ 栃木県 9 43 長谷川　宏 ﾊｾｶﾞﾜ　ﾋﾛｼ 東京都 13 81 細井　修平 ﾎｿｲ ｼｭｳﾍｲ 新潟県 15

6 福田　越子 ﾌｸﾀﾞ　ｴﾂｺ 栃木県 9 44 浜野　豊 ﾊﾏﾉ ﾕﾀｶ 東京都 13 82 松本　康子 ﾏﾂﾓﾄ　ﾔｽｺ 新潟県 15

7 磯　竹栄 ｲｿ　ﾀｹｴ 埼玉県 11 45 廣瀬　満 ﾋﾛｾ ﾐﾂﾙ 東京都 13 83 松永　正昭 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾏｻｱｷ 福井県 18

8 大谷　源一 ｵｵﾀﾆ ｹﾞﾝｲﾁ 埼玉県 11 46 細野　孟士 ﾎｿﾉ ﾀｹｼ 東京都 13 84 市川　和男 ｲﾁｶﾜ　ｶｽﾞｵ 山梨県 19

9 影山　惠一 ｶｹﾞﾔﾏ ｹｲｲﾁ 埼玉県 11 47 松田　誠一 ﾏﾂﾀﾞ　ｾｲｲﾁ 東京都 13 85 沢登　京子 ｻﾜﾉﾎﾞﾘ　ｷｮｳｺ 山梨県 19

10 杉内　トシ ｽｷﾞｳﾁ　ﾄｼ 埼玉県 11 48 水戸部　秀昭 ﾐﾄﾍﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 東京都 13 86 清水　秀一　 ｼﾐｽﾞ　ｼｭｳｲﾁ 長野県 20

11 長谷川　幹夫 ﾊｾｶﾞﾜ　ﾐｷｵ 埼玉県 11 49 村上　美恵子 ﾑﾗｶﾐ　ﾐｴｺ 東京都 13 87 栗田　美由紀 ｸﾘﾀ　ﾐﾕｷ 岐阜県 21

12 林　しをり ﾊﾔｼ ｼｵﾘ 埼玉県 11 50 荒井　寿子 ｱﾗｲ　ﾋｻｺ 神奈川県 14 88 井上　美佐恵 ｲﾉｳｴ ﾐｻｴ 静岡県 22

13 藤村　宣之 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ 埼玉県 11 51 井口　正幸 ｲｸﾞﾁ　ﾏｻﾕｷ 神奈川県 14 89 大石　弘子 ｵｵｲｼ ﾋﾛｺ 静岡県 22

14 三谷　雅昭 ﾐﾀﾆ ﾏｻｱｷ 埼玉県 11 52 伊藤　美和 ｲﾄｳ　ﾖｼｶｽﾞ 神奈川県 14 90 佐藤　正巳 ｻﾄｳ　ﾏｻﾐ 静岡県 22

15 村中　秀行 ﾑﾗﾅｶ ﾋﾃﾞﾕｷ 埼玉県 11 53 岩永　正雄 ｲﾜﾅｶﾞ ﾏｻｵ 神奈川県 14 91 松林　恵 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾒｸﾞﾐ 静岡県 22

16 足利　恵政 ｱｼｶｶﾞ ｼｹﾞﾏｻ 千葉県 12 54 大熊　謙治 ｵｵｸﾏ　ｹﾝｼﾞ 神奈川県 14 92 森石　三郎 ﾓﾘｲｼ ｻﾌﾞﾛｳ 静岡県 22

17 鵜川　和宏 ｳｶﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 千葉県 12 55 大下　勝巳 ｵｵｼﾀ　ｶﾂﾐ 神奈川県 14 93 若原　功 ﾜｶﾊﾗ ｲｻｵ 静岡県 22

18 江口　章枝 ｴｸﾞﾁ　ﾕｷｴ 千葉県 12 56 大島　稲造 ｵｵｼﾏ　ｲﾅｿﾞｳ 神奈川県 14 94 藤枝　静次 ﾌｼﾞｴﾀﾞ ｾｲｼﾞ 愛知県 23

19 大槻　美智子 ｵｵﾂｷ　ﾐﾁｺ 千葉県 12 57 小川　文男 ｵｶﾞﾜ　ﾌﾐｵ 神奈川県 14 95 橋元　慶男 ﾊｼﾓﾄ　ｹｲｵ 三重県 24

20 神山　弓子 ｶﾐﾔﾏ　ﾕﾐｺ 千葉県 12 58 境　幹夫 ｻｶｲ　ﾐｷｵ 神奈川県 14 96 國松　善次 ｸﾆﾏﾂ　ﾖｼﾂｸﾞ 滋賀県 25

21 藏屋　勝敏 ｸﾗﾔ ｶﾂﾄｼ 千葉県 12 59 田中　和美 ﾀﾅｶ　ｶｽﾞﾐ 神奈川県 14 97 宮川　俊夫 ﾐﾔｶﾞﾜ　ﾄｼｵ 滋賀県 25

22 栗原　忠聖 ｸﾘﾊﾗ　ﾀﾀﾞﾏｻ 千葉県 12 60 田原　睦夫 ﾀﾜﾗ　ﾑﾂｵ 神奈川県 14 98 林　輝美 ﾊﾔｼ ﾃﾙﾐ 京都府 26

23 杉山　俊夫 ｽｷﾞﾔﾏ　ﾄｼｵ 千葉県 12 61 芳賀　里子 ﾊｶﾞ　ｻﾄｺ 神奈川県 14 99 牧野　ゆき子 ﾏｷﾉ　ﾕｷｺ 京都府 26

24 鈴木　捷夫 ｽｽﾞｷ　ｶﾂｵ 千葉県 12 62 早川　沙衣美 ﾊﾔｶﾜ ｻｴﾐ 神奈川県 14 100 臼井　茂俊 ｳｽｲ ｼｹﾞﾄｼ 兵庫県 28

25 鈴木　俊美 ｽｽﾞｷ　ﾄｼﾐ 千葉県 12 63 藤田　宏次 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛﾂｸﾞ 神奈川県 14 101 平川　完 ﾋﾗｶﾜ　ﾀﾓﾂ 兵庫県 28

26 武田　明 ﾀｹﾀﾞ　ｱｷﾗ　 千葉県 12 64 曲尾　実 ﾏｶﾞﾘｵ ﾐﾉﾙ 神奈川県 14 102 小池　喜四雄 ｺｲｹ　ｷｼｵ 奈良県 29

27 中野　美津子 ﾅｶﾉ　ﾐﾂｺ 千葉県 12 65 松浦　隆志 ﾏﾂｳﾗ　ﾀｶｼ 神奈川県 14 103 市野　弘 ｲﾁﾉ　ﾋﾛｼ 和歌山県 30

28 西山　勝裕 ﾆｼﾔﾏ　ｶﾂﾋﾛ 千葉県 12 66 松野　富惠 ﾏﾂﾉ ﾄﾐｴ 神奈川県 14 104 川崎　義春 ｶﾜｻｷ ﾖｼﾊﾙ 岡山県 33

29 橋爪　武司 ﾊｼﾂﾞﾒ　ﾀｹｼ 千葉県 12 67 三浦　紀子 ﾐｳﾗ ﾉﾘｺ 神奈川県 14 105 田中　宏子 ﾀﾅｶ　ﾋﾛｺ 岡山県 33

30 村田　輝夫 ﾑﾗﾀ　ﾃﾙｵ 千葉県 12 68 村上　政司 ﾑﾗｶﾐ　ﾏｻｼ 神奈川県 14 106 玉井　道子 ﾀﾏｲ ﾐﾁｺ 岡山県 33

31 大和　哲 ﾔﾏﾄ　ｻﾄｼ 千葉県 12 69 茂木　一晃 ﾓﾃｷﾞ ｶｽﾞｱｷ 神奈川県 14 107 玉井　良幸 ﾀﾏｲ ﾖｼﾕｷ 岡山県 33

32 山本　眞理子 ﾔﾏﾓﾄ　ﾏﾘｺ 千葉県 12 70 吉田　隆幸 ﾖｼﾀﾞ　ﾀｶﾕｷ 神奈川県 14 108 湯浅　二郎 ﾕｱｻ　ｼﾞﾛｳ 岡山県 33

33 市川　滋 ｲﾁｶﾜ　ｼｹﾞﾙ 東京都 13 71 池田　昇 ｲｹﾀﾞ　ﾉﾎﾞﾙ 新潟県 15 109 栗尾　銭二郎 ｸﾘｵ ｾﾝｼﾞﾛｳ 徳島県 36

34 岡　秀俊 ｵｶ　ﾋﾃﾞﾄｼ 東京都 13 72 江口　郁子 ｴｸﾞﾁ　ｲｸｺ 新潟県 15 110 藤田　真寛 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ 徳島県 36

35 木村　朋子 ｷﾑﾗ　ﾄﾓｺ 東京都 13 73 江口　英夫 ｴｸﾞﾁ　ﾋﾃﾞｵ 新潟県 15 111 森　富美子 ﾓﾘ ﾌﾐｺ 徳島県 36

36 工藤　義治 ｸﾄﾞｳ ﾖｼﾊﾙ 東京都 13 74 乙川　南知子 ｵﾄｶﾞﾜ　ﾅﾁｺ 新潟県 15 112 山本　市江 ﾔﾏﾓﾄ ｲﾁｴ 徳島県 36

37 塩谷　博 ｼｵﾔ　ﾋﾛｼ 東京都 13 75 笠原　盡子 ｶｻﾊﾗ　ｼﾞﾝｺ 新潟県 15 113 清瀬　一郎 ｷﾖｾ ｲﾁﾛｳ 福岡県 40

38 渋谷　美枝 ｼﾌﾞﾔ ﾐｴ 東京都 13 76 木村　正夫 ｷﾑﾗ　ﾏｻｵ 新潟県 15 114 水田　章次郎 ﾐｽﾞﾀ ｼｮｳｼﾞﾛｳ 福岡県 40

注） ADからの申込書に基づくリストです。もし漏れがございましたらご容赦ください。

財団の辻理事長も懇親会には参加する予定です。

2017年9月29日現在


