
【広島県】健康サポート研修修了証交付者リスト

①氏名 ④修了証番号 ➄修了証発行年月日
更新２年前～

(この日からＡが受けれる)
更新期限

研修センター更新申請期限（こ
の日までに申請書を出す）

⑥研修会A受講証明
書発行都道府県名

渡邉　浩人 100513 平成28年10月20日 令和2年10月19日 令和4年10月19日 令和4年8月19日 広島県

角戸　静子 100536 平成28年10月21日 令和2年10月20日 令和4年10月20日 令和4年8月20日 広島県

村上　寛子 100549 平成28年10月24日 令和2年10月23日 令和4年10月23日 令和4年8月23日 広島県

神原　洋司 100575 平成28年10月24日 令和2年10月23日 令和4年10月23日 令和4年8月23日 広島県

片瀬　敦 100605 平成28年10月26日 令和2年10月25日 令和4年10月25日 令和4年8月25日 広島県

兵土　裕 100613 令和4年10月26日 令和8年10月25日 令和10年10月25日 令和10年8月25日 広島県

渡邉　賢一 100616 平成28年10月26日 令和2年10月25日 令和4年10月25日 令和4年8月25日 広島県

濱谷　淳子 100639 平成28年10月27日 令和2年10月26日 令和4年10月26日 令和4年8月26日 広島県

冨士本　稔 100653 平成28年10月27日 令和2年10月26日 令和4年10月26日 令和4年8月26日 広島県

大澤　知惠子 100654 平成28年10月27日 令和2年10月26日 令和4年10月26日 令和4年8月26日 広島県

喜多　修文　 100655 平成28年10月27日 令和2年10月26日 令和4年10月26日 令和4年8月26日 広島県

山田　万里子 100720 平成28年11月2日 令和2年11月1日 令和4年11月1日 令和4年9月1日 広島県

大田　祐子 100732 平成28年11月2日 令和2年11月1日 令和4年11月1日 令和4年9月1日 広島県

伊原　浩子 100733 平成28年11月2日 令和2年11月1日 令和4年11月1日 令和4年9月1日 広島県

久保岡　延子 100737 平成28年11月2日 令和2年11月1日 令和4年11月1日 令和4年9月1日 広島県

松尾　一法 100767 令和4年11月7日 令和8年11月6日 令和10年11月6日 令和10年9月6日 広島県

浅野　陽子 100768 令和4年11月7日 令和8年11月6日 令和10年11月6日 令和10年9月6日 広島県

細川　貴美子 100773 平成28年11月7日 令和2年11月6日 令和4年11月6日 令和4年9月6日 広島県

日髙　良昌 100829 平成28年11月7日 令和2年11月6日 令和4年11月6日 令和4年9月6日 広島県

渡辺　瑛子 100980 平成28年11月22日 令和2年11月21日 令和4年11月21日 令和4年9月21日 広島県

三宅　惇也 100987 令和4年11月22日 令和8年11月21日 令和10年11月21日 令和10年9月21日 広島県

熊谷　恭子 100988 令和4年11月22日 令和8年11月21日 令和10年11月21日 令和10年9月21日 広島県

多田　浩明 100989 令和4年11月22日 令和8年11月21日 令和10年11月21日 令和10年9月21日 広島県

橋本　理恵 100990 平成28年11月22日 令和2年11月21日 令和4年11月21日 令和4年9月21日 広島県
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柳原　佳苗 100991 令和4年11月22日 令和8年11月21日 令和10年11月21日 令和10年9月21日 広島県

小早川　正和 100992 令和4年11月22日 令和8年11月21日 令和10年11月21日 令和10年9月21日 広島県

木原　春日 100993 令和4年11月22日 令和8年11月21日 令和10年11月21日 令和10年9月21日 広島県

上畠　悠平 100994 令和4年11月22日 令和8年11月21日 令和10年11月21日 令和10年9月21日 広島県

坂本　徹 101033 平成28年11月25日 令和2年11月24日 令和4年11月24日 令和4年9月24日 広島県

井上　智恵 101047 平成28年11月28日 令和2年11月27日 令和4年11月27日 令和4年9月27日 広島県

佐々木　逸太郎 101143 令和4年12月5日 令和8年12月4日 令和10年12月4日 令和10年10月4日 広島県

友滝　恵子 101182 平成28年12月8日 令和2年12月7日 令和4年12月7日 令和4年10月7日 広島県

井藤　直史 101193 平成28年12月8日 令和2年12月7日 令和4年12月7日 令和4年10月7日 広島県

風盛　真澄 101244 平成28年12月13日 令和2年12月12日 令和4年12月12日 令和4年10月12日 広島県

河村　晃司 101245 平成28年12月13日 令和2年12月12日 令和4年12月12日 令和4年10月12日 広島県

天畠　真奈美 101270 平成28年12月15日 令和2年12月14日 令和4年12月14日 令和4年10月14日 広島県

佐賀　雅代 101326 令和4年12月20日 令和8年12月19日 令和10年12月19日 令和10年10月19日 広島県

津田　徹郎 101398 平成29年1月10日 令和3年1月9日 令和5年1月9日 令和4年11月9日 広島県

花岡　麻弥 101402 平成29年1月10日 令和3年1月9日 令和5年1月9日 令和4年11月9日 広島県

小下　和也 101403 平成29年1月10日 令和3年1月9日 令和5年1月9日 令和4年11月9日 広島県

桒田　真理 101422 平成29年1月10日 令和3年1月9日 令和5年1月9日 令和4年11月9日 広島県

畑中　啓 101629 平成29年2月3日 令和3年2月2日 令和5年2月2日 令和4年12月2日 広島県

春日　真由 101659 平成29年2月7日 令和3年2月6日 令和5年2月6日 令和4年12月6日 広島県

一ノ瀬　有記 101698 平成29年2月10日 令和3年2月9日 令和5年2月9日 令和4年12月9日 広島県

常磐　直孝 101716 平成29年2月14日 令和3年2月13日 令和5年2月13日 令和4年12月13日 広島県

井原　理恵 101896 平成29年3月2日 令和3年3月1日 令和5年3月1日 令和5年1月1日 広島県

宮野　美代子 101909 平成29年3月6日 令和3年3月5日 令和5年3月5日 令和5年1月5日 広島県

木村　史子 101937 平成29年3月6日 令和3年3月5日 令和5年3月5日 令和5年1月5日 広島県
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大石　祥子 101964 平成29年3月7日 令和3年3月6日 令和5年3月6日 令和5年1月6日 広島県

神原　直美 102167 平成29年3月31日 令和3年3月30日 令和5年3月30日 令和5年1月30日 広島県

重留　佳代子 102199 平成29年4月4日 令和3年4月3日 令和5年4月3日 令和5年2月3日 広島県

小川　誠 102218 平成29年4月6日 令和3年4月5日 令和5年4月5日 令和5年2月5日 広島県

小林　沙織 102224 令和5年4月6日 令和9年4月5日 令和11年4月5日 令和11年2月5日 広島県

國本　優子 102237 平成29年4月10日 令和3年4月9日 令和5年4月9日 令和5年2月9日 広島県

相馬　貴博 102452 平成29年5月12日 令和3年5月11日 令和5年5月11日 令和5年3月11日 広島県

品川　マリ 102473 平成29年5月17日 令和3年5月16日 令和5年5月16日 令和5年3月16日 広島県

岡田　奈未 102780 令和5年6月26日 令和9年6月25日 令和11年6月25日 令和11年4月25日 広島県

岡田　峰宜 102781 令和5年6月26日 令和9年6月25日 令和11年6月25日 令和11年4月25日 広島県

山本　将之 102866 平成29年7月11日 令和3年7月10日 令和5年7月10日 令和5年5月10日 広島県

大塚　ひな子 102883 平成29年7月11日 令和3年7月10日 令和5年7月10日 令和5年5月10日 広島県

大塚　茂雄 102884 平成29年7月11日 令和3年7月10日 令和5年7月10日 令和5年5月10日 広島県

箕浦　和子 102945 平成29年7月20日 令和3年7月19日 令和5年7月19日 令和5年5月19日 広島県

白石　勝久 102958 平成29年7月21日 令和3年7月20日 令和5年7月20日 令和5年5月20日 広島県

林　充代 103039 平成29年8月4日 令和3年8月3日 令和5年8月3日 令和5年6月3日 広島県

藤川　美幸 103127 平成29年8月18日 令和3年8月17日 令和5年8月17日 令和5年6月17日 広島県

福原　雅子 103137 平成29年8月21日 令和3年8月20日 令和5年8月20日 令和5年6月20日 広島県

米澤　真理 103143 平成29年8月21日 令和3年8月20日 令和5年8月20日 令和5年6月20日 広島県

青野　拓郎 103146 平成29年8月21日 令和3年8月20日 令和5年8月20日 令和5年6月20日 広島県

上園　ひとみ 103204 平成29年8月31日 令和3年8月30日 令和5年8月30日 令和5年6月30日 広島県

伊藤　典江 103242 平成29年9月4日 令和3年9月3日 令和5年9月3日 令和5年7月3日 広島県

波多江　惠子 103331 平成29年9月20日 令和3年9月19日 令和5年9月19日 令和5年7月19日 広島県

波多江　文昭 103365 平成29年9月20日 令和3年9月19日 令和5年9月19日 令和5年7月19日 広島県
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三谷　貴一 103369 平成29年9月22日 令和3年9月21日 令和5年9月21日 令和5年7月21日 広島県

黒河　洋平 103484 平成29年10月4日 令和3年10月3日 令和5年10月3日 令和5年8月3日 広島県

吉田　恵子 103562 平成29年10月17日 令和3年10月16日 令和5年10月16日 令和5年8月16日 広島県

髙﨑　幹敏 103563 平成29年10月17日 令和3年10月16日 令和5年10月16日 令和5年8月16日 広島県

柿原　成文 103566 平成29年10月17日 令和3年10月16日 令和5年10月16日 令和5年8月16日 広島県

中根　恵梨奈 103767 平成29年11月7日 令和3年11月6日 令和5年11月6日 令和5年9月6日 広島県

大林　昭範 103776 平成29年11月7日 令和3年11月6日 令和5年11月6日 令和5年9月6日 広島県

大上　友子 103778 平成29年11月7日 令和3年11月6日 令和5年11月6日 令和5年9月6日 広島県

山下　恵利佳 103779 平成29年11月7日 令和3年11月6日 令和5年11月6日 令和5年9月6日 広島県

鷹野主　緑 103780 平成29年11月7日 令和3年11月6日 令和5年11月6日 令和5年9月6日 広島県

森見　直美 103781 平成29年11月7日 令和3年11月6日 令和5年11月6日 令和5年9月6日 広島県

相原　麻由 103782 平成29年11月7日 令和3年11月6日 令和5年11月6日 令和5年9月6日 広島県

山口　弘子 103783 平成29年11月7日 令和3年11月6日 令和5年11月6日 令和5年9月6日 広島県

岡﨑　昭文 103811 平成29年11月13日 令和3年11月12日 令和5年11月12日 令和5年9月12日 広島県

森下　裕輔 103835 平成29年11月13日 令和3年11月12日 令和5年11月12日 令和5年9月12日 広島県

神野　政広 103865 平成29年11月14日 令和3年11月13日 令和5年11月13日 令和5年9月13日 広島県

坂原　由美子 103872 平成29年11月15日 令和3年11月14日 令和5年11月14日 令和5年9月14日 広島県

泉　景子 103893 平成29年11月20日 令和3年11月19日 令和5年11月19日 令和5年9月19日 広島県

井野口　典子 103895 平成29年11月20日 令和3年11月19日 令和5年11月19日 令和5年9月19日 広島県

青野　亮 103902 平成29年11月21日 令和3年11月20日 令和5年11月20日 令和5年9月20日 広島県

久原　沙友里 103924 平成29年11月21日 令和3年11月20日 令和5年11月20日 令和5年9月20日 広島県

佐々木　千絵 103925 平成29年11月21日 令和3年11月20日 令和5年11月20日 令和5年9月20日 広島県

二反田　弘利 103943 平成29年11月22日 令和3年11月21日 令和5年11月21日 令和5年9月21日 広島県

木原　芳洋 103975 平成29年11月28日 令和3年11月27日 令和5年11月27日 令和5年9月27日 広島県
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仲田　博文 104016 平成29年12月5日 令和3年12月4日 令和5年12月4日 令和5年10月4日 広島県

浜本　隆広 104051 平成29年12月7日 令和3年12月6日 令和5年12月6日 令和5年10月6日 広島県

中下　雅文 104092 平成29年12月8日 令和3年12月7日 令和5年12月7日 令和5年10月7日 広島県

濱中　美樹 104136 平成29年12月14日 令和3年12月13日 令和5年12月13日 令和5年10月13日 広島県

木村　千裕 104151 平成29年12月20日 令和3年12月19日 令和5年12月19日 令和5年10月19日 広島県

江戸　馨 104188 平成29年12月21日 令和3年12月20日 令和5年12月20日 令和5年10月20日 広島県

清原　一樹 104197 平成29年12月21日 令和3年12月20日 令和5年12月20日 令和5年10月20日 広島県

小林　弘司 104219 平成29年12月26日 令和3年12月25日 令和5年12月25日 令和5年10月25日 広島県

平賀　忠久 104243 平成29年12月26日 令和3年12月25日 令和5年12月25日 令和5年10月25日 広島県

三枝　美保 104248 平成30年1月9日 令和4年1月8日 令和6年1月8日 令和5年11月8日 広島県

安長　和幸 104309 平成30年1月10日 令和4年1月9日 令和6年1月9日 令和5年11月9日 広島県

岡田　光市 104357 平成30年1月16日 令和4年1月15日 令和6年1月15日 令和5年11月15日 広島県

松本　陽子 104391 平成30年1月22日 令和4年1月21日 令和6年1月21日 令和5年11月21日 広島県

伊藤　正博 104393 平成30年1月22日 令和4年1月21日 令和6年1月21日 令和5年11月21日 広島県

今田　浩明 104428 平成30年1月26日 令和4年1月25日 令和6年1月25日 令和5年11月25日 広島県

檀上　和江 104477 平成30年1月31日 令和4年1月30日 令和6年1月30日 令和5年11月30日 広島県

山崎　志穂 104507 平成30年2月6日 令和4年2月5日 令和6年2月5日 令和5年12月5日 広島県

近藤　聖子 104713 平成30年2月26日 令和4年2月25日 令和6年2月25日 令和5年12月25日 広島県

松冨　千泉 104727 平成30年2月26日 令和4年2月25日 令和6年2月25日 令和5年12月25日 広島県

大倉　勝志 104738 平成30年2月28日 令和4年2月27日 令和6年2月27日 令和5年12月27日 広島県

春森　千佳 104915 平成30年3月22日 令和4年3月21日 令和6年3月21日 令和6年1月21日 広島県

伊藤　愛 104955 平成30年3月26日 令和4年3月25日 令和6年3月25日 令和6年1月25日 広島県

大中　孝晃 104988 平成30年3月30日 令和4年3月29日 令和6年3月29日 令和6年1月29日 広島県

岡　涼子 105059 平成30年4月6日 令和4年4月5日 令和6年4月5日 令和6年2月5日 広島県
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⑥研修会A受講証明
書発行都道府県名

向井　雅子 105063 平成30年4月6日 令和4年4月5日 令和6年4月5日 令和6年2月5日 広島県

楢原　康仁 105164 平成30年4月26日 令和4年4月25日 令和6年4月25日 令和6年2月25日 広島県

高野　恭子 105178 平成30年5月7日 令和4年5月6日 令和6年5月6日 令和6年3月6日 広島県

藤解　澄 105253 平成30年5月24日 令和4年5月23日 令和6年5月23日 令和6年3月23日 広島県

大亀　彰 105263 平成30年5月25日 令和4年5月24日 令和6年5月24日 令和6年3月24日 広島県

井原　麻里 105323 平成30年6月5日 令和4年6月4日 令和6年6月4日 令和6年4月4日 広島県

横田　直典 105324 平成30年6月5日 令和4年6月4日 令和6年6月4日 令和6年4月4日 広島県

橋本　貴徳 105462 平成30年7月5日 令和4年7月4日 令和6年7月4日 令和6年5月4日 広島県

片山　ゆかり 105468 平成30年7月6日 令和4年7月5日 令和6年7月5日 令和6年5月5日 広島県

中曽　貴章 105496 平成30年7月17日 令和4年7月16日 令和6年7月16日 令和6年5月16日 広島県

関戸　隆太 105578 平成30年7月31日 令和4年7月30日 令和6年7月30日 令和6年5月30日 広島県

大上　一喜 105656 平成30年8月20日 令和4年8月19日 令和6年8月19日 令和6年6月19日 広島県

森川　悦子 105854 平成30年9月10日 令和4年9月9日 令和6年9月9日 令和6年7月9日 広島県

竹光　純子 105892 平成30年9月18日 令和4年9月17日 令和6年9月17日 令和6年7月17日 広島県

野村　愛 105893 平成30年9月18日 令和4年9月17日 令和6年9月17日 令和6年7月17日 広島県

松尾　みどり 105907 平成30年9月18日 令和4年9月17日 令和6年9月17日 令和6年7月17日 広島県

今田　祐加 105908 平成30年9月18日 令和4年9月17日 令和6年9月17日 令和6年7月17日 広島県

石本　新 105909 平成30年9月18日 令和4年9月17日 令和6年9月17日 令和6年7月17日 広島県

高垣　尚生 105920 平成30年9月19日 令和4年9月18日 令和6年9月18日 令和6年7月18日 広島県

瀬川　治良 106213 平成30年10月29日 令和4年10月28日 令和6年10月28日 令和6年8月28日 広島県

石飛　千代 106230 平成30年10月29日 令和4年10月28日 令和6年10月28日 令和6年8月28日 広島県

若宮　香織 106381 平成30年11月19日 令和4年11月18日 令和6年11月18日 令和6年9月18日 広島県

吉田　貴子 106382 平成30年11月19日 令和4年11月18日 令和6年11月18日 令和6年9月18日 広島県

宇都　淳子 106405 平成30年11月27日 令和4年11月26日 令和6年11月26日 令和6年9月26日 広島県



【広島県】健康サポート研修修了証交付者リスト

①氏名 ④修了証番号 ➄修了証発行年月日
更新２年前～

(この日からＡが受けれる)
更新期限

研修センター更新申請期限（こ
の日までに申請書を出す）

⑥研修会A受講証明
書発行都道府県名

樋口　真由美 106410 平成30年11月27日 令和4年11月26日 令和6年11月26日 令和6年9月26日 広島県

藤解　千鶴子 106429 平成30年11月27日 令和4年11月26日 令和6年11月26日 令和6年9月26日 広島県

大谷　純一 106442 平成30年11月27日 令和4年11月26日 令和6年11月26日 令和6年9月26日 広島県

佐々木　香織 106539 平成30年12月11日 令和4年12月10日 令和6年12月10日 令和6年10月10日 広島県

池上　有紀 106640 平成30年12月26日 令和4年12月25日 令和6年12月25日 令和6年10月25日 広島県

谷田　恭洋 106684 平成31年1月8日 令和5年1月7日 令和7年1月7日 令和6年11月7日 広島県

蔵本　恵 106700 平成31年1月9日 令和5年1月8日 令和7年1月8日 令和6年11月8日 広島県

峠　文子 106712 平成31年1月10日 令和5年1月9日 令和7年1月9日 令和6年11月9日 広島県

松岡　孝子 106717 平成31年1月11日 令和5年1月10日 令和7年1月10日 令和6年11月10日 広島県

吉田　康弘 106718 平成31年1月11日 令和5年1月10日 令和7年1月10日 令和6年11月10日 広島県

大石　純子 106758 平成31年1月17日 令和5年1月16日 令和7年1月16日 令和6年11月16日 広島県

小笠原　秀公 106764 平成31年1月18日 令和5年1月17日 令和7年1月17日 令和6年11月17日 広島県

宮本　茂昭 106765 平成31年1月18日 令和5年1月17日 令和7年1月17日 令和6年11月17日 広島県

岸本　里織 106785 平成31年1月21日 令和5年1月20日 令和7年1月20日 令和6年11月20日 広島県

吉川　勇人 106800 平成31年1月23日 令和5年1月22日 令和7年1月22日 令和6年11月22日 広島県

青井　豊美 106833 平成31年1月28日 令和5年1月27日 令和7年1月27日 令和6年11月27日 広島県

小城　千枝 106834 平成31年1月28日 令和5年1月27日 令和7年1月27日 令和6年11月27日 広島県

田窪　洋子 106840 平成31年1月29日 令和5年1月28日 令和7年1月28日 令和6年11月28日 広島県

内海　めぐみ 106841 平成31年1月29日 令和5年1月28日 令和7年1月28日 令和6年11月28日 広島県

山田　成二 106895 平成31年2月5日 令和5年2月4日 令和7年2月4日 令和6年12月4日 広島県

上本　哲男 106903 平成31年2月5日 令和5年2月4日 令和7年2月4日 令和6年12月4日 広島県

毛利下　昌宏 106930 平成31年2月7日 令和5年2月6日 令和7年2月6日 令和6年12月6日 広島県

井原　耕太 106950 平成31年2月12日 令和5年2月11日 令和7年2月11日 令和6年12月11日 広島県

濵田　一則 106990 平成31年2月19日 令和5年2月18日 令和7年2月18日 令和6年12月18日 広島県



【広島県】健康サポート研修修了証交付者リスト

①氏名 ④修了証番号 ➄修了証発行年月日
更新２年前～

(この日からＡが受けれる)
更新期限

研修センター更新申請期限（こ
の日までに申請書を出す）

⑥研修会A受講証明
書発行都道府県名

中平　将人 106991 平成31年2月19日 令和5年2月18日 令和7年2月18日 令和6年12月18日 広島県

豊田　由紀 107037 平成31年2月22日 令和5年2月21日 令和7年2月21日 令和6年12月21日 広島県

大蘆　伸昂 107068 平成31年2月26日 令和5年2月25日 令和7年2月25日 令和6年12月25日 広島県

瀨﨑　伸二 107110 平成31年3月1日 令和5年2月28日 令和7年2月28日 令和6年12月28日 広島県

片山　康至 107133 平成31年3月6日 令和5年3月5日 令和7年3月5日 令和7年1月5日 広島県

長本　太郎 107134 平成31年3月6日 令和5年3月5日 令和7年3月5日 令和7年1月5日 広島県

前田　修一 107166 平成31年3月7日 令和5年3月6日 令和7年3月6日 令和7年1月6日 広島県

岡村　智鶴 107167 平成31年3月7日 令和5年3月6日 令和7年3月6日 令和7年1月6日 広島県

川邉　賢伺 107341 平成31年3月29日 令和5年3月28日 令和7年3月28日 令和7年1月28日 広島県

石田　陽子 107353 平成31年3月29日 令和5年3月28日 令和7年3月28日 令和7年1月28日 広島県

藤井　尚美 107472 平成31年4月11日 令和5年4月10日 令和7年4月10日 令和7年2月10日 広島県

濵嵜　和明 107497 平成31年4月12日 令和5年4月11日 令和7年4月11日 令和7年2月11日 広島県

長坂　晃治 107498 平成31年4月12日 令和5年4月11日 令和7年4月11日 令和7年2月11日 広島県

玉山　淑恵 107525 平成31年4月15日 令和5年4月14日 令和7年4月14日 令和7年2月14日 広島県

村上　龍令 107528 平成31年4月15日 令和5年4月14日 令和7年4月14日 令和7年2月14日 広島県

岩田　尚子 107529 平成31年4月15日 令和5年4月14日 令和7年4月14日 令和7年2月14日 広島県

川口　夕佳里 107649 令和1年5月8日 令和5年5月7日 令和7年5月7日 令和7年3月7日 広島県

森広　亜紀 107698 令和1年5月13日 令和5年5月12日 令和7年5月12日 令和7年3月12日 広島県

三田　和彦 107734 令和1年5月16日 令和5年5月15日 令和7年5月15日 令和7年3月15日 広島県

貞永　昌夫 107747 令和1年5月21日 令和5年5月20日 令和7年5月20日 令和7年3月20日 広島県

三吉　由佳 107809 令和1年5月28日 令和5年5月27日 令和7年5月27日 令和7年3月27日 広島県

原　孝一 107819 令和1年5月29日 令和5年5月28日 令和7年5月28日 令和7年3月28日 広島県

萬谷　映子 107855 令和1年5月31日 令和5年5月30日 令和7年5月30日 令和7年3月30日 広島県

上田　一夫 107856 令和1年5月31日 令和5年5月30日 令和7年5月30日 令和7年3月30日 広島県



【広島県】健康サポート研修修了証交付者リスト

①氏名 ④修了証番号 ➄修了証発行年月日
更新２年前～

(この日からＡが受けれる)
更新期限

研修センター更新申請期限（こ
の日までに申請書を出す）

⑥研修会A受講証明
書発行都道府県名

松浦　誠子 107857 令和1年5月31日 令和5年5月30日 令和7年5月30日 令和7年3月30日 広島県

塚本　徳昭 107858 令和1年5月31日 令和5年5月30日 令和7年5月30日 令和7年3月30日 広島県

志和　聡 107859 令和1年5月31日 令和5年5月30日 令和7年5月30日 令和7年3月30日 広島県

早田　啓二 107860 令和1年5月31日 令和5年5月30日 令和7年5月30日 令和7年3月30日 広島県

大下　浩一郎 107861 令和1年5月31日 令和5年5月30日 令和7年5月30日 令和7年3月30日 広島県

三宅　徹 107865 令和1年5月31日 令和5年5月30日 令和7年5月30日 令和7年3月30日 広島県

小林　洋恵 107959 令和1年6月12日 令和5年6月11日 令和7年6月11日 令和7年4月11日 広島県

古川　恭枝 107982 令和1年6月12日 令和5年6月11日 令和7年6月11日 令和7年4月11日 広島県

佐々木　拓也 108077 令和1年6月20日 令和5年6月19日 令和7年6月19日 令和7年4月19日 広島県

佐々木　真由美 108078 令和1年6月20日 令和5年6月19日 令和7年6月19日 令和7年4月19日 広島県

瓜本　美晴 108090 令和1年6月21日 令和5年6月20日 令和7年6月20日 令和7年4月20日 広島県

木村　智之 108157 令和1年6月26日 令和5年6月25日 令和7年6月25日 令和7年4月25日 広島県

戸口田　巌 108197 令和1年6月28日 令和5年6月27日 令和7年6月27日 令和7年4月27日 広島県

小川　和彦 108215 令和1年7月2日 令和5年7月1日 令和7年7月1日 令和7年5月1日 広島県

立川　貴啓 108276 令和1年7月8日 令和5年7月7日 令和7年7月7日 令和7年5月7日 広島県

中野　真豪 108286 令和1年7月8日 令和5年7月7日 令和7年7月7日 令和7年5月7日 広島県

岡本　牧己 108377 令和1年7月18日 令和5年7月17日 令和7年7月17日 令和7年5月17日 広島県

山口　朋子 108581 令和1年7月30日 令和5年7月29日 令和7年7月29日 令和7年5月29日 広島県

岡田　綾子 108848 令和1年8月2日 令和5年8月1日 令和7年8月1日 令和7年6月1日 広島県

貞村　大祐 108864 令和1年8月6日 令和5年8月5日 令和7年8月5日 令和7年6月5日 広島県

森川　みか 108959 令和1年8月8日 令和5年8月7日 令和7年8月7日 令和7年6月7日 広島県

山﨑　沙織 108970 令和1年8月8日 令和5年8月7日 令和7年8月7日 令和7年6月7日 広島県

渡邊　理恵子 109048 令和1年8月19日 令和5年8月18日 令和7年8月18日 令和7年6月18日 広島県

山﨑　康弘 109121 令和1年8月20日 令和5年8月19日 令和7年8月19日 令和7年6月19日 広島県



【広島県】健康サポート研修修了証交付者リスト

①氏名 ④修了証番号 ➄修了証発行年月日
更新２年前～

(この日からＡが受けれる)
更新期限

研修センター更新申請期限（こ
の日までに申請書を出す）

⑥研修会A受講証明
書発行都道府県名

合原　憲太 109178 令和1年8月22日 令和5年8月21日 令和7年8月21日 令和7年6月21日 広島県

三浦　常代 109236 令和1年8月23日 令和5年8月22日 令和7年8月22日 令和7年6月22日 広島県

向井　知恵 109443 令和1年8月30日 令和5年8月29日 令和7年8月29日 令和7年6月29日 広島県

上岡　通伸 109523 令和1年9月6日 令和5年9月5日 令和7年9月5日 令和7年7月5日 広島県

植田　浩嗣 109535 令和1年9月9日 令和5年9月8日 令和7年9月8日 令和7年7月8日 広島県

上村　清代 109598 令和1年9月11日 令和5年9月10日 令和7年9月10日 令和7年7月10日 広島県

菅近　真一 109620 令和1年9月12日 令和5年9月11日 令和7年9月11日 令和7年7月11日 広島県

天崎　あゆみ 109768 令和1年9月24日 令和5年9月23日 令和7年9月23日 令和7年7月23日 広島県

上田　佳代子 109889 令和1年9月30日 令和5年9月29日 令和7年9月29日 令和7年7月29日 広島県

檜井　正一 112002 令和2年10月7日 令和6年10月6日 令和8年10月6日 令和8年8月6日 広島県

森　正弘 112006 令和2年10月9日 令和6年10月8日 令和8年10月8日 令和8年8月8日 広島県

木元　智子 112022 令和2年10月12日 令和6年10月11日 令和8年10月11日 令和8年8月11日 広島県

齊藤　文 112039 令和2年10月15日 令和6年10月14日 令和8年10月14日 令和8年8月14日 広島県

室積　斐子 112043 令和2年10月19日 令和6年10月18日 令和8年10月18日 令和8年8月18日 広島県

江本　基樹 112044 令和2年10月19日 令和6年10月18日 令和8年10月18日 令和8年8月18日 広島県

下田代　幹太 112045 令和2年10月19日 令和6年10月18日 令和8年10月18日 令和8年8月18日 広島県

木村　由紀恵 112104 令和2年11月5日 令和6年11月4日 令和8年11月4日 令和8年9月4日 広島県

内田　厚 112126 令和2年11月12日 令和6年11月11日 令和8年11月11日 令和8年9月11日 広島県

山﨑　健司 112136 令和2年11月12日 令和6年11月11日 令和8年11月11日 令和8年9月11日 広島県

三次　美沙 112181 令和2年11月25日 令和6年11月24日 令和8年11月24日 令和8年9月24日 広島県

明海　賢一郎 112380 令和3年1月21日 令和7年1月20日 令和9年1月20日 令和8年11月20日 広島県

𠮷岡　真知子 112578 令和3年2月17日 令和7年2月16日 令和9年2月16日 令和8年12月16日 広島県

角南　雅子 112591 令和3年2月24日 令和7年2月23日 令和9年2月23日 令和8年12月23日 広島県

岡﨑　良雄 112600 令和3年2月24日 令和7年2月23日 令和9年2月23日 令和8年12月23日 広島県



【広島県】健康サポート研修修了証交付者リスト

①氏名 ④修了証番号 ➄修了証発行年月日
更新２年前～

(この日からＡが受けれる)
更新期限

研修センター更新申請期限（こ
の日までに申請書を出す）

⑥研修会A受講証明
書発行都道府県名

川口　博史 112601 令和3年2月24日 令和7年2月23日 令和9年2月23日 令和8年12月23日 広島県

岩﨑　未季 112627 令和3年3月8日 令和7年3月7日 令和9年3月7日 令和9年1月7日 広島県

横山　加奈 112643 令和3年3月9日 令和7年3月8日 令和9年3月8日 令和9年1月8日 広島県

徳島　寛 112644 令和3年3月10日 令和7年3月9日 令和9年3月9日 令和9年1月9日 広島県

三上　弘美 112655 令和3年3月12日 令和7年3月11日 令和9年3月11日 令和9年1月11日 広島県

瀬尾　信彦 112666 令和3年3月12日 令和7年3月11日 令和9年3月11日 令和9年1月11日 広島県

三宅　梓 112701 令和3年3月22日 令和7年3月21日 令和9年3月21日 令和9年1月21日 広島県

吉岡　友香 112705 令和3年3月22日 令和7年3月21日 令和9年3月21日 令和9年1月21日 広島県

宮本　佳典 112706 令和3年3月22日 令和7年3月21日 令和9年3月21日 令和9年1月21日 広島県

野崎　美帆 112708 令和3年3月22日 令和7年3月21日 令和9年3月21日 令和9年1月21日 広島県

常盤　周作 112713 令和3年3月23日 令和7年3月22日 令和9年3月22日 令和9年1月22日 広島県

常盤　武宏 112714 令和3年3月23日 令和7年3月22日 令和9年3月22日 令和9年1月22日 広島県

竹本　貴明 112721 令和3年3月23日 令和7年3月22日 令和9年3月22日 令和9年1月22日 広島県

池田　公子 112728 令和3年3月24日 令和7年3月23日 令和9年3月23日 令和9年1月23日 広島県

河岡　佳美 112749 令和3年3月29日 令和7年3月28日 令和9年3月28日 令和9年1月28日 広島県

髙田　史 112763 令和3年3月31日 令和7年3月30日 令和9年3月30日 令和9年1月30日 広島県

橋本　知代子 112813 令和3年4月9日 令和7年4月8日 令和9年4月8日 令和9年2月8日 広島県

吉村　芳枝 112824 令和3年4月12日 令和7年4月11日 令和9年4月11日 令和9年2月11日 広島県

富田　達史 112826 令和3年4月12日 令和7年4月11日 令和9年4月11日 令和9年2月11日 広島県

竹田　健太郎 112875 令和3年4月21日 令和7年4月20日 令和9年4月20日 令和9年2月20日 広島県

水谷　浩 112881 令和3年4月22日 令和7年4月21日 令和9年4月21日 令和9年2月21日 広島県

西山　翔 112930 令和3年5月13日 令和7年5月12日 令和9年5月12日 令和9年3月12日 広島県

大下　優子 112939 令和3年5月13日 令和7年5月12日 令和9年5月12日 令和9年3月12日 広島県

浅野　永嗣 112995 令和3年5月20日 令和7年5月19日 令和9年5月19日 令和9年3月19日 広島県



【広島県】健康サポート研修修了証交付者リスト
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⑥研修会A受講証明
書発行都道府県名

佐賀原　千恵 113045 令和3年6月3日 令和7年6月2日 令和9年6月2日 令和9年4月2日 広島県

平本　沙弥香 113058 令和3年6月2日 令和7年6月1日 令和9年6月1日 令和9年4月1日 広島県

安原　浩二 113060 令和3年6月2日 令和7年6月1日 令和9年6月1日 令和9年4月1日 広島県

田河　博嗣 113112 令和3年6月17日 令和7年6月16日 令和9年6月16日 令和9年4月16日 広島県

池田　純子 113139 令和3年6月22日 令和7年6月21日 令和9年6月21日 令和9年4月21日 広島県

原田　志穂 113174 令和3年6月25日 令和7年6月24日 令和9年6月24日 令和9年4月24日 広島県

彌重　典子 113198 令和3年6月30日 令和7年6月29日 令和9年6月29日 令和9年4月29日 広島県

甲田　清子 113266 令和3年7月9日 令和7年7月8日 令和9年7月8日 令和9年5月8日 広島県

藤井　博子 113335 令和3年7月21日 令和7年7月20日 令和9年7月20日 令和9年5月20日 広島県

佐々木　華子 113380 令和3年8月11日 令和7年8月10日 令和9年8月10日 令和9年6月10日 広島県

平山　悟 113412 令和3年8月12日 令和7年8月11日 令和9年8月11日 令和9年6月11日 広島県

平山　理絵 113413 令和3年8月12日 令和7年8月11日 令和9年8月11日 令和9年6月11日 広島県

柴田　邦世 113495 令和3年8月26日 令和7年8月25日 令和9年8月25日 令和9年6月25日 広島県

前田　昭達 113521 令和3年8月26日 令和7年8月25日 令和9年8月25日 令和9年6月25日 広島県

富田　則子 113522 令和3年8月26日 令和7年8月25日 令和9年8月25日 令和9年6月25日 広島県

藤原　綾香 113536 令和3年8月27日 令和7年8月26日 令和9年8月26日 令和9年6月26日 広島県

大方　裕人 113603 令和3年9月7日 令和7年9月6日 令和9年9月6日 令和9年7月6日 広島県

西中　崇 113739 令和3年9月28日 令和7年9月27日 令和9年9月27日 令和9年7月27日 広島県

三宅　栞 113740 令和3年9月28日 令和7年9月27日 令和9年9月27日 令和9年7月27日 広島県

中野　有子 113752 令和3年9月30日 令和7年9月29日 令和9年9月29日 令和9年7月29日 広島県

中澤　圭吾 109969 令和1年10月3日 令和5年10月2日 令和7年10月2日 令和7年8月2日 広島県

木村　厚子 110022 令和1年10月8日 令和5年10月7日 令和7年10月7日 令和7年8月7日 広島県

末中　千恵 110047 令和1年10月8日 令和5年10月7日 令和7年10月7日 令和7年8月7日 広島県

三上　芳之 110067 令和1年10月8日 令和5年10月7日 令和7年10月7日 令和7年8月7日 広島県
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書発行都道府県名

三上　千鶴 110068 令和1年10月8日 令和5年10月7日 令和7年10月7日 令和7年8月7日 広島県

池田　和彦 110084 令和1年10月9日 令和5年10月8日 令和7年10月8日 令和7年8月8日 広島県

下曽根　かすみ 110091 令和1年10月10日 令和5年10月9日 令和7年10月9日 令和7年8月9日 広島県

酒井　正彦 110131 令和1年10月17日 令和5年10月16日 令和7年10月16日 令和7年8月16日 広島県

森重　裕次 110521 令和1年12月10日 令和5年12月9日 令和7年12月9日 令和7年10月9日 広島県

山下　葉子 110612 令和1年12月17日 令和5年12月16日 令和7年12月16日 令和7年10月16日 広島県

小松　昌裕 110719 令和2年1月6日 令和6年1月5日 令和8年1月5日 令和7年11月5日 広島県

佐藤　宏樹 110722 令和2年1月7日 令和6年1月6日 令和8年1月6日 令和7年11月6日 広島県

河本　侑子 110769 令和2年1月14日 令和6年1月13日 令和8年1月13日 令和7年11月13日 広島県

角屋　美衣 110772 令和2年1月14日 令和6年1月13日 令和8年1月13日 令和7年11月13日 広島県

三宅　直樹 110773 令和2年1月14日 令和6年1月13日 令和8年1月13日 令和7年11月13日 広島県

玉田　知代 110804 令和2年1月17日 令和6年1月16日 令和8年1月16日 令和7年11月16日 広島県

木村　純子 110824 令和2年1月20日 令和6年1月19日 令和8年1月19日 令和7年11月19日 広島県

飯島　直之 110864 令和2年1月22日 令和6年1月21日 令和8年1月21日 令和7年11月21日 広島県

松田　直子 110986 令和2年2月5日 令和6年2月4日 令和8年2月4日 令和7年12月4日 広島県

増本　裕美 110987 令和2年2月5日 令和6年2月4日 令和8年2月4日 令和7年12月4日 広島県

宮本　誠二 111072 令和2年2月14日 令和6年2月13日 令和8年2月13日 令和7年12月13日 広島県

岡田　絵梨 111102 令和2年2月19日 令和6年2月18日 令和8年2月18日 令和7年12月18日 広島県

石田　久美子 111122 令和2年2月25日 令和6年2月24日 令和8年2月24日 令和7年12月24日 広島県

岡野　圭介 111219 令和2年3月12日 令和6年3月11日 令和8年3月11日 令和8年1月11日 広島県

田岡　明子 111264 令和2年3月17日 令和6年3月16日 令和8年3月16日 令和8年1月16日 広島県

神野　浩子 111275 令和2年3月18日 令和6年3月17日 令和8年3月17日 令和8年1月17日 広島県

松尾　圭子 111389 令和2年5月21日 令和6年5月20日 令和8年5月20日 令和8年3月20日 広島県

中西　直樹 111390 令和2年5月21日 令和6年5月20日 令和8年5月20日 令和8年3月20日 広島県
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山岸　優太 111393 令和2年5月21日 令和6年5月20日 令和8年5月20日 令和8年3月20日 広島県

栗栖　亜希子 111407 令和2年5月21日 令和6年5月20日 令和8年5月20日 令和8年3月20日 広島県

平井　正巳 111408 令和2年5月21日 令和6年5月20日 令和8年5月20日 令和8年3月20日 広島県

炭本　剛志 111409 令和2年5月21日 令和6年5月20日 令和8年5月20日 令和8年3月20日 広島県

田中　章典 111410 令和2年5月21日 令和6年5月20日 令和8年5月20日 令和8年3月20日 広島県

安井　友子 111416 令和2年5月21日 令和6年5月20日 令和8年5月20日 令和8年3月20日 広島県

山根　一祥 111441 令和2年5月25日 令和6年5月24日 令和8年5月24日 令和8年3月24日 広島県

𠮷村　元宏 111576 令和2年6月8日 令和6年6月7日 令和8年6月7日 令和8年4月7日 広島県

高畑　真由子 111631 令和2年6月11日 令和6年6月10日 令和8年6月10日 令和8年4月10日 広島県

松井　聡政 111678 令和2年6月24日 令和6年6月23日 令和8年6月23日 令和8年4月23日 広島県

白石　桂子 111696 令和2年7月1日 令和6年6月30日 令和8年6月30日 令和8年4月30日 広島県

大岩　圭子 111702 令和2年7月1日 令和6年6月30日 令和8年6月30日 令和8年4月30日 広島県

今田　哲生 111703 令和2年7月1日 令和6年6月30日 令和8年6月30日 令和8年4月30日 広島県

山﨑　良子 111705 令和2年7月2日 令和6年7月1日 令和8年7月1日 令和8年5月1日 広島県

髙橋　強 111735 令和2年7月14日 令和6年7月13日 令和8年7月13日 令和8年5月13日 広島県

横山　理江 111736 令和2年7月14日 令和6年7月13日 令和8年7月13日 令和8年5月13日 広島県

藤田　和子 111737 令和2年7月14日 令和6年7月13日 令和8年7月13日 令和8年5月13日 広島県

豊見　敦 111775 令和2年7月21日 令和6年7月20日 令和8年7月20日 令和8年5月20日 広島県

水戸　一伸 111832 令和2年8月18日 令和6年8月17日 令和8年8月17日 令和8年6月17日 広島県

田口　みずほ 111900 令和2年9月4日 令和6年9月3日 令和8年9月3日 令和8年7月3日 広島県

中元　マリ子 111906 令和2年9月9日 令和6年9月8日 令和8年9月8日 令和8年7月8日 広島県

古屋　文江 111957 令和2年9月18日 令和6年9月17日 令和8年9月17日 令和8年7月17日 広島県

青木　麻里子 111978 令和2年9月30日 令和6年9月29日 令和8年9月29日 令和8年7月29日 広島県

岡田　加寿代 111984 令和2年9月30日 令和6年9月29日 令和8年9月29日 令和8年7月29日 広島県


