
都道府県 市区町村 氏名 修了認定番号 認定年月日

東京都 花山　美保 07-0054 平成20年4月1日
熊田　直行 08-0001 平成21年4月1日
勝村　洋介 09-0528 平成22年4月1日
深澤　亮太郎 05-0344 平成18年4月1日
髙橋　達徳 10-0026 平成23年4月1日
加藤　大陸 16-0009 平成29年4月1日

あきる野市 長　健一郎 07-0074 平成20年4月1日
稲城市 小田　辰巳 10-0229 平成23年4月12日
葛飾区 鈴木　宏昌 07-0096 平成20年4月1日

福田　梓 12-0120 平成25年4月1日
江戸川区 丸山　晴嗣 05-0037 平成18年4月1日

原　勇輝 09-0183 平成22年4月1日
山下　信太郎 10-0384 平成23年4月1日
山崎　義人 08-0308 平成21年4月1日
小杉　将人 07-0041 平成20年4月1日
小林　謙介 09-0176 平成22年4月1日
石井　伸明 05-0061 平成18年4月1日
中川　博厚 07-0133 平成20年4月1日
中川　白峰 06-0189 平成19年4月1日
田中　充 07-0132 平成20年4月1日
飯田　直樹 13-0171 平成26年4月1日
髙橋　道子 13-0200 平成26年4月1日

江東区 久保　慶東 11-0182 平成24年4月1日
篠田　善雄 10-0154 平成23年4月5日
松本　満夫 08-0302 平成21年4月1日
大塚　博孝 07-0194 平成20年4月1日
渡海　彰子 09-0192 平成22年4月1日
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並木　沢 09-0223 平成22年4月1日
鑓水　健輔 08-0006 平成21年4月1日
齊藤　康寛 11-0322 平成24年9月23日

港区 伊達　直也 09-0325 平成22年4月1日
大山　克 09-0209 平成22年4月1日
谷　武士 09-0136 平成22年4月1日
蛯子　浩道 09-0375 平成22年4月1日
山本　昌吾 14-0081 平成27年4月1日
田名部　有希子 15-0064 平成28年4月1日

荒川区 篠原　航介 05-0096 平成18年4月1日
西山　伸夫 08-0056 平成21年9月21日
相澤　拓也 06-0380 平成19年4月1日
平山　太陽 10-0406 平成23年9月23日
齋藤　俊明 09-0377 平成22年5月1日
姜　大植 15-0125 平成28年4月1日

国分寺市 千葉　司 13-0253 平成26年4月1日
折田　正昭 09-0111 平成22年4月6日

渋谷区 芦澤　明 11-0048 平成24年4月1日
黒佐　純子 07-0025 平成20年4月1日
佐藤　良太 11-0136 平成24年4月1日
平澤　省吾 07-0111 平成20年4月1日
貝塚　芳明 12-0040 平成25年4月2日

渋谷区代々木 柿沼　妙子 11-0025 平成24年4月1日
内野　直樹 07-0131 平成20年4月1日

小平市 小泉　直也 11-0009 平成24年4月1日
能登　篤史 05-0111 平成18年4月1日

新宿区 後和　直樹 10-0157 平成23年4月1日
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合田　武文 11-0060 平成24年4月1日
小川　裕一 07-0439 平成20年9月29日
菅田　陽太 05-0169 平成18年4月1日
北川　裕 07-0479 平成20年1月1日

杉並区 岡田　崇 09-0273 平成22年6月1日
中森　聖二 06-0056 平成19年4月1日
片野　豊秋 08-0268 平成21年4月1日

世田谷区 岡島　剛 06-0386 平成19年4月1日
山嵜　智明 05-0300 平成18年4月1日
小沼　泰浩 06-0089 平成19年4月1日
松本　崇信 09-0300 平成22年4月20日
川田　隆太 07-0047 平成20年4月1日
村尾　史彦 10-0299 平成23年4月1日
湯本　也寿彦 06-0276 平成19年4月1日
髙橋　賢太 10-0419 平成23年4月1日
桑島　恵太 12-0330 平成25年9月15日
大村　渉 13-0016 平成26年4月1日
野中　経太 13-0082 平成26年4月1日
仲田　健 13-0123 平成26年4月1日
古田　美喜 14-0115 平成27年4月1日
竹中　靖智 14-0184 平成27年4月1日
諸星　亮 14-0233 平成27年5月1日
磯崎　邦義 15-0151 平成28年4月1日
遠藤　晃 16-0094 平成29年4月1日
三浦　良泰 16-0014 平成29年4月1日
赤羽　達也 11-0380 平成24年4月1日
飯田　英代 16-0023 平成29年4月19日
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清瀬市 山田　周平 11-0065 平成24年4月1日
松崎　政弘 06-0465 平成19年4月1日
屋宮　真樹 14-0359 平成27年9月20日

西東京市 山口　正貴 07-0038 平成20年4月1日
齋野　一 08-0386 平成21年11月3日
安原　省吾 16-0019 平成29年4月1日

青梅市 新川　雅弘 12-0043 平成25年4月1日
千代田区 羽鳥　健一朗 09-0359 平成22年4月1日

渡邊　裕介 05-0176 平成18年4月1日
足立区 橋本　大毅 11-0036 平成24年4月6日

高橋　真人 08-0350 平成21年6月7日
桜田　一輝 09-0073 平成22年4月1日
山下　克彦 09-0072 平成22年4月1日
石井　義人 11-0058 平成24年4月1日
増井　義丈 11-0084 平成24年4月1日
村山　篤史 09-0077 平成22年4月1日
藤田　智之 11-0005 平成24年4月1日
茂木　潤 09-0249 平成22年4月1日
髙橋　俊雄 09-0304 平成22年4月1日
塩野谷　友裕 12-0228 平成25年5月1日
葛西　成美 13-0236 平成26年9月21日
西川　拓見 14-0189 平成27年4月1日

多摩市 亀田　朝子 10-0453 平成23年10月2日
多摩地区 林　慶成 07-0218 平成20年5月1日
台東区 小嶋　愛次郎 09-0386 平成22年4月1日

中井　真悟 11-0004 平成24年4月1日
渡辺　将雄 07-0100 平成20年4月1日
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長谷川　雄資 12-0070 平成25年4月1日
近藤　文嗣 14-0065 平成27年4月1日
黒岩　賢人 15-0038 平成28年4月1日

大田区 屋敷　隼人 11-0137 平成24年4月1日
加藤　健太郎 10-0300 平成23年4月7日
宮林　栄二 10-0022 平成23年4月1日
熊谷　将史 10-0063 平成23年4月1日
辻　主税 11-0367 平成24年4月1日
小川　大志 12-0320 平成25年4月1日
折田　努 13-0018 平成26年4月1日
青木　優 15-0042 平成28年4月1日

中央区 生井　学 13-0174 平成26年4月2日
中野区 横井　隆徳 09-0098 平成22年4月1日

坂本　賢広 09-0259 平成22年4月1日
潮田　宗紀 12-0303 平成25年9月22日
中川　文利 16-0012 平成29年4月1日

町田市 高橋　路彦 07-0415 平成20年12月7日
山下　浩二 06-0138 平成19年4月1日
林下　悦大 08-0232 平成21年4月21日
木野田　浩平 13-0065 平成26年4月1日
齋藤　巧麿 08-0470 平成21年4月1日

調布市 高橋　哲也 08-0152 平成21年4月1日
前田　洋介 05-0348 平成18年4月1日
鈴木　俊祐 10-0114 平成23年4月1日
新野　哲也 12-0044 平成25年4月1日
柴　功一 12-0186 平成25年4月1日

調布市布田 吾郷　大輔 05-0075 平成18年4月1日
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東村山市 市川　央人 07-0442 平成20年4月1日
小倉　隆之 09-0373 平成22年4月1日
鈴木　重好 12-0260 平成25年4月1日

八王子市 篠﨑　雄司 07-0458 平成20年4月1日
奈良　寛明 08-0404 平成21年11月3日

板橋区 吉川　直利 06-0418 平成19年4月1日
向堀　美帆 07-0017 平成20年4月1日
行方　友彦 07-0287 平成20年4月1日
小川　裕雄 06-0204 平成19年4月1日
清水　孝一 07-0140 平成20年4月1日
久保田　隆治 11-0351 平成24年4月1日
柏井　梨菜 14-0051 平成27年4月1日
山下　玲佳 16-0053 平成29年4月1日

品川区 鈴木　圭二朗 10-0014 平成23年4月1日
枋木　真人 13-0131 平成26年4月1日
篠木　健史 13-0132 平成26年4月1日
中村　洋輔 14-0231 平成27年4月1日
関森　勇航 15-0089 平成28年5月1日

府中市 金子　直哉 07-0020 平成20年4月1日
大久保　智彦 06-0385 平成19年4月1日
林　雄祐 09-0002 平成22年4月1日

武蔵野市 山口　剛史 12-0314 平成25年9月22日
椛山　祐輔 14-0103 平成27年4月1日

福生市 吉田　慶二郎 12-0028 平成25年4月2日
酒井　篤史 16-0004 平成29年4月1日

福生市熊川 伊﨑　克也 07-0021 平成20年4月1日
豊島区 岩本　修徳 06-0412 平成19年4月1日
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酒井　康隆 09-0286 平成22年4月1日
春日　貴之 08-0312 平成21年4月2日
川﨑　浩司 07-0065 平成20年4月1日
柏木　孝仁 05-0189 平成18年4月1日
飯村　秀雄 07-0456 平成20年9月28日
佐々木　貴大 14-0041 平成27年4月1日
高田　英嗣 14-0042 平成27年4月1日
宇津木　良太 14-0043 平成27年4月1日
及川　達平 14-0188 平成27年5月1日
宇佐美　遼一 15-0071 平成28年4月1日

北区 河口　雅文 08-0144 平成21年4月1日
墨田区 中野　靖治 13-0167 平成26年4月1日
目黒区 塩見　幸平 06-0031 平成19年4月1日

玉地　純子 11-0231 平成24年4月10日
小栁　英海 08-0250 平成21年5月1日
武田　明子 09-0336 平成22年6月1日

立川市 内藤　雅子 13-0309 平成26年4月1日
山田　健太 15-0290 平成28年11月13日

練馬区 関口　豊希 07-0295 平成20年4月1日
久保田　一昭 11-0168 平成24年4月1日
浅木　健治 12-0086 平成25年4月2日
斉藤　健 12-0274 平成25年4月1日
松永　達也 13-0070 平成26年4月1日
山口　雄一郎 13-0215 平成26年4月1日
佐藤　広大 14-0112 平成27年4月1日
加藤　健一 13-0349 平成26年4月1日
宮内　淳一 15-0207 平成28年4月1日
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吉田　晋 16-0030 平成29年4月1日

東京ブロック 柔道整復師卒後臨床研修修了認定者 2017/07/10

公益財団法人柔道整復研修試験財団 8




