
出生前コンサルト小児科医　認定者

（2022年11月10日現在）

計　1,401名

北海道 58 名

青山      藍子 朝比奈    直子 足立      憲昭 安藤      明子 五十嵐    リサ 池田      雅彦

石田      航平 植竹      公明 及川      純子 岡        秀治 岡野      聡美 親谷      佳佑

梶野      浩樹 河口      亜津彩 衣川      佳数 木村      加弥乃 黒田      真実 小林      正樹

佐々木    理 佐々木    吉明 佐藤      敬 佐藤      雅之 更科      岳大 塩野      展子

島田      空知 新谷      紀享 鈴木      雅彦 住川      拓哉 曽根      滋巳 大門      祐介

高橋      悟 田口      裕一 竹口      諒 辰巳      正純 棚橋      祐典 長        和俊

外木      秀文 永井      礼子 中島      泰志 中西      香織 中村      英記 中村      雄一

長屋      建 二井      光麿 西田      剛士 野原      史勝 橋本      佳帆子 長谷山    圭司

早坂      格 房川      眞太郎 本庄      紗帆 本庄      遼太 蒔田      芳男 松尾      公美浩

丸山      和哉 森岡      圭太 山木      ゆかり 吉川      靖

青森県 7 名

池田      智文 伊東      竜也 伊藤      裕也 加村      梓 佐藤      知彦 杉本      和彦

田中      龍彦

岩手県 9 名

赤坂      真奈美 梶原      和華 工藤      宏紀 佐藤      有美 佐藤      陽太 外舘      玄一朗

徳富      智明 松本      敦 三浦      邦彦

秋田県 3 名

菊地      済 佐藤      陽子 高橋      まや

山形県 10 名

饗場      智 青木      倉揚 安孫子    優 小田切    徹州 勝島      由利子 佐々木    綾子

須藤      陽介 田辺      さおり 松永      明 若林      崇

宮城県 18 名

乾        健彦 内田      俊彦 大浦      敏博 小野      寿和 川目      裕 呉        繁夫

桑名      翔大 越浪      正太 小林      朋子 田中      総一郎 冨樫      紀子 萩野谷    和裕

福與      なおみ 三浦      舞子 三浦      雄一郎 和田      陽一 渡邉      達也 渡邉      浩司

福島県 11 名

今村      孝 小田      愼一 柏原      祥曜 金井      祐二 郷        勇人 今野      友貴

佐藤      真紀 設楽      厚司 清水      裕美 蛭田      俊 増山      郁

新潟県 27 名

赤坂      紀幸 荒川      啓子 大久保    総一朗 金子      孝之 久保      暢大 熊倉      俊一

小嶋      絹子 後藤      文洋 小林      玲 小林      悠 小松原    孝夫 坂井      貴胤

佐藤      大祐 澤野      堅太郎 柴田      奈央 添野      愛基 田中      岳 田中      雅人

鳥越      司 入月      浩美 額賀      俊介 羽二生    尚訓 廣嶋      省太 福島      愛

松永      雅道 三浦      雅樹 吉川      秀人

茨城県 24 名

岩淵      敦 岩渕      恵美 榎本      啓典 金井      雄 齋藤      誠 庄野      哲夫

白井      謙太朗 杉江      学 田川      学 竹内      秀輔 田中      竜太 永藤      元道



中村      由里 花木      麻衣 原        モナミ 東        裕哉 日高      大介 福島      紘子

松村      雄 宮園      弥生 村上      卓 森山      伸子 山内      建 八牧      愉二

栃木県 16 名

河野      由美 小森      慈海 佐藤      智幸 椎原      弘章 柴田      映道 柴田      有里

鈴木      由芽 鈴村      宏 関根      仁美 高橋      努 坪井      弥生 迫        恭子

橋口      万里奈 宮本      学 村松      一洋 矢田      ゆかり

群馬県 18 名

石毛      崇 井上      貴博 植原      祥子 小泉      亜矢 椎原      隆 品川      穣

清水      真理子 杉立      玲 道和      百合 中尾      真理子 菱山      富之 藤生      徹

松井      敦 丸山      憲一 森田      孝次 矢島      晶子 山内      あけみ 山本      一恵

埼玉県 61 名

青木      龍 味原      さや香 荒川      明里 荒熊      智宏 伊藤      加奈子 岩波      那音

海老原    慎介 大竹      明 大橋      裕子 大森      さゆ 奥山      虎之 勝屋      恭子

金井      雅代 金子      芳 加部      一彦 神岡      哲治 川畑      建 閑野      知佳

管野      未沙 小林      治 齊藤      勝也 齋藤      可奈 坂田      睦子 櫻井      隼人

佐藤      有子 始関      桃子 酢谷      明人 関島      俊雄 關中      佳奈子 関中      悠仁

高橋      雄一 滝島      茂 竹内      博一 竹田      加奈子 田中      慎一朗 富田      瑞枝

中村      明夫 奈須      康子 名和      達郎 西川      愛子 西村      力 新田      晃久

沼倉      周彦 根岸      潤 芳賀      光洋 林        典子 早田      茉莉 平井      克明

平澤      邦夫 藤本      健志 細野      茂春 本多      正和 宮田      緑 宮林      寛

宮本      吉輝 宮山      千春 武者      育麻 百瀬      太一 森内      優子 森田      佳代

横山      結子

千葉県 47 名

相崎      扶友美 天野      純 淡路      敦子 池原      甫 石黒      利佳 伊東      宏明

今井      郁子 岩松      利至 大場      温子 小野      真 小俣      卓 小俣      優子

川瀬      泰浩 黒木      春郎 高        礼美 後藤      昌英 小橋      孝介 櫻井      基一郎

櫻井      裕子 佐藤      純一 澤田      大輔 塩田      惠 塩濱      直 鋪野      歩

篠塚      俊介 菅谷      雅人 杉田      恵美 鈴木      沙耶香 高嶋      英樹 高柳      正樹

田中      純子 戸田      壮一郎 内藤      幸恵 中澤      僚子 中村      枝利香 南波      広行

橋本      真 馬場      俊輔 林        雅晴 光武      伸祐 南谷      幹史 三輪      沙織

村山      圭 森山      陽子 山﨑      容子 吉田      未識 和田      靖之

東京都 284 名

相崎      貢一 赤松      智久 秋谷      梓 秋山      聡香 秋山      千枝子 秋山      政晴

浅井      香菜子 浅井      大介 朝倉      真理 阿部      ちひろ 阿部      裕一 天方      秀輔

甘利      昭一郎 荒井      博子 荒井      美輝 荒川      玲子 安藤      亜希 李        権二

飯島      正紀 飯泉      守 五十嵐    有鈴 幾瀨      圭 生田      泰久 池田      奈帆

池野      充 諫山      哲哉 石井      智弘 石川      有希美 石田      悠 市川      理恵

市田      蕗子 市野井    那津子 井手      秀平 伊藤      花菜 伊藤      進 伊藤      昌弘

伊藤      万由里 伊藤      裕司 伊藤      怜司 稲毛      章郎 稲毛      康司 井上      毅信

入鹿山    佳代 岩倉      英雄 岩﨑      幸代 岩崎      友弘 岩下      憲行 上野      梨子

上原      陽治 鵜川      寿子 梅田      千里 浦島      崇 占部      良介 衞藤      薫



江畑      晶夫 遠藤      明代 大石      公彦 大久保    祐輔 大澤      由記子 太田      千寿瑠

大塚      里子 大友      義之 大場      邦弘 大橋      祥子 大吉      由希美 大和田    啓峰

岡崎      薫 緒方      公平 尾形      仁 緒方      大輔 岡田      真衣子 岡橋      彩

岡部      まどか 置塩      英美 奥野      博庸 奥野      理奈 小澤      悠里 小野塚    友里

小野山    陽祐 海津      聖彦 加我      牧子 梶保      祐子 鹿嶋      晃平 春日      千紘

勝見      良樹 加藤      環 香取      竜生 門脇      弘子 兼重      昌夫 河原      智樹

寒竹      正人 吉敷      香菜子 喜多      俊二 北岡      寛己 北村      裕梨 木下      美沙子

草苅      倫子 久保田    淳 久保田    雅也 窪田      満 熊澤      健介 倉辻      言

黒田      知子 桑原      春洋 五石      圭司 高下      敦子 糀        敏彦 小崎      里華

後町      法子 小寺      美咲 後藤      雄一 小林      匠 小林      正久 小林      真美

小松      充孝 小峰      由美子 権守      延寿 齋藤      直子 齋藤      暢知 齋藤      真希

齋藤      美香 齋藤      雪香 齋藤      亮太 坂口      大俊 笹本      武明 佐山      圭子

四家      達彦 篠原      嶺 柴田      優花 島袋      林秀 下田      木の実 東海林    宏道

末永      安由 末永      祐太 須貝      研司 菅波      佑介 菅沼      広樹 杉本      美紀

杉山      恵一郎 杉山      隆朗 炭田      敏博 清宮      綾子 関        純子 関口      茂

関戸      雄貴 蘇        哲民 代田      朋子 高木      篤史 高澤      啓 髙橋      智子

高橋      尚人 高橋      長久 高橋      匡輝 髙橋      麻由 高畠      典子 髙松      朋子

滝        敦子 滝        元宏 滝澤      慶一 竹下      暁子 竹田      知洋 武内      俊樹

竹原      広基 武政      洋一 田中      裕子 田辺      行敏 塚本      桂子 塚本      淳也

辻        敦美 常松      健一郎 恒松      由記子 鶴田      志緒 寺嶋      宙 寺田      知正

寺田      有佑 藤賀      由梨香 中尾      厚 中尾      寛 中川      竜一 長澤      武

中澤      美賀 中島      多英 中島      泰子 長野      伸彦 中野      有也 中村      俊一郎

中村      知夫 中村      由紀子 中村      由恵 奈良      昇乃助 楢﨑      秀彦 西田      理子

西田      ひかる 仁科      範子 西袋      麻里亜 沼田      遥 野崎      友子 野村      智章

長谷川    典子 畠中      大輔 波多野    恵 畑山      一貴 羽生      直史 濵野      喜美子

濵野      翔 浜道      裕二 早川      美佳 原        香織 原田      祥子 日暮      憲道

久枝      義也 久田      研 土方      みどり 平澤      恭子 廣畑      晃司 樋渡      えりか

福井      加奈 福田      憲太郎 藤岡      泰生 藤田      尚代 藤野      修平 藤原      優子

二川      弘司 渕上      達夫 星野      英紀 細川      真一 細川      未来 細野      優

堀向      健太 本多      隆也 前川      貴伸 牧本      敦 増永      健 松井      美優

松岡      貴子 松下      祥子 松田      亜矢 松田      恭子 松平      隆光 松原      洋一

松本      多絵 松本      和華子 丸山      秀彦 水口      雅 水谷      真一郎 水野      克己

水野      朋子 水野      葉子 溝上      雅恵 三石      知左子 皆川      優納 三春      晶嗣

三牧      正和 宮沢      篤生 宮奈      香 宮野      洋希 宮原      瑤子 宗像      可枝

村木      國夫 村山      晶俊 室田      直紀 百瀬      麻記 森        裕美 森岡      一朗

森丘      千夏子 森谷      菜央 森地      振一郎 八戸      由佳子 山内      泰輔 山岡      功児

山﨑      晋 山田      啓迪 山田      浩之 山田      洋輔 山本      晃子 山元      志穂

山本      俊至 横田      伸司 吉川      香代 吉田      登 与田      仁志 余谷      暢之

米田      康太 和田      友香

神奈川県 75 名

粟生      耕太 足利      朋子 池永      知穂 石田      宗司 今井      純好 岩﨑      俊之



内田      陽子 運﨑      愛 江尻      勇樹 及川      茂輝 大岡      麻理 大松      泰生

小郷      寛史 尾崎      文美 小宅      千聖 柏井      良文 梶原      久美子 喜多      麻衣子

木下      眞里 木村      純人 釼持      学 小阪      裕佳子 小町      詩織 斎藤      千穂

坂井      みのり 境        里彩 咲間      裕之 桜井      研三 佐々木    歩 佐藤      研

佐藤      清二 島        義雄 下郷      幸子 白井      宏直 杉山      隆輔 鈴木      真波

鈴木      真理 砂田      美希 関谷      里佳 髙橋      哲朗 武下      草生子 田嶋      華子

田中      文子 玉岡      哲 土橋      隆俊 富永      牧子 鳥飼      美穂 長﨑      翔

中野      栄治 西        大介 西沢      善樹 西田      尚史 西巻      滋 西村      直人

伴        さとみ 平田      理智 廣瀬      あかね 藤井      隆成 布山      正貴 古川      律子

古谷      智子 北東      功 堀口      晴子 正本      雅斗 松永      綾子 右田      王介

右田      真 峯        牧子 宮武      瑛里 向井      有子 安井      ひかり 山口      直人

山本      寿子 横関      祐一郎 和田      宏来

静岡県 40 名

赤羽      洋祐 秋田      千里 上野      健太郎 大川      夏紀 大髙      幸之助 大箸      拓

緒方      勤 小野      裕之 加藤      文英 香山      一憲 河邉      宏幸 河村      由生

菊池      新 熊谷      淳之 小泉      正人 近藤      実由樹 櫻井      史紀 白井      憲司

杉浦      弘 高橋      幸利 竹森      千晃 土手      友梨 中澤      祐介 中島      秀幸

西尾      公男 馬場      徹 原﨑      正士 平野      恵子 廣瀬      悦子 福岡      哲哉

福原      康之 松下      博亮 水谷      祐喜子 宮原      純 宮本      健 村林      督夫

村山      恵子 山田      浩介 吉村      歩 渡邉      誠司

山梨県 3 名

勝又      庸行 内藤      敦 矢ケ崎    英晃

長野県 13 名

大倉      絵梨 大田      倫美 小川      亮 古庄      知己 嶋田      和浩 杉浦      由希子

鈴木      博乃 竹内      勇介 那須野    将 広間      武彦 古屋      絢子 宗像      俊

柳沢      俊光

岐阜県 16 名

石田      敦士 稲川      明良 笠原      由貴子 吉川      祥子 河野      芳功 小島      大英

鹿野      博明 立花      貴史 谷口      弘晃 立木      秀樹 中嶋      義記 長屋      聡一郎

根岸      豊 橋本      佑樹 安田      東始哲 柳瀬      陽一郎

富山県 6 名

才田      耕基 田村      賢太郎 津幡      眞一 仲岡      佐智子 細野      由似子 吉田      丈俊

石川県 15 名

井上      巳香 岩﨑      秀紀 上野      康尚 太田      和秀 小幡      美智 笠原      理愛

河畑      孝佳 木田      綾子 酒詰      忍 新井田    要 濱        郁子 福田      正基

宮森      千明 八木      英哉 谷内      裕輔

福井県 3 名

石原      靖紀 奥野      貴士 佐藤      和代

愛知県 106 名

青嶋      努 東        慶輝 五十里    東 池田      真理子 石原      尚子 市川      瑞穂

市村      信太郎 伊藤      彰悟 伊藤      美春 稲垣      晴代 稲葉      美枝 岩佐      充二



岩田      欧介 岩田      幸子 上田      一仁 遠藤      剛 大城      誠 大野      敦子

大橋      圭 奥村      彰久 落合      加奈代 春日部    こずえ 片岡      英里奈 加藤      英子

加藤      晋 加藤      雅弘 加藤      有一 蟹江      健介 金子      淳 川井      有里

川瀬      恒哉 河野      好彦 神澤      孝洋 木村      瞳 久保田    哲夫 倉橋      宏和

倉橋      浩樹 郷        清貴 幸脇      正典 小久保    稔 後藤      芳充 後藤      良子

小林      悟 齊藤      明子 齋藤      伸治 篠原      修 清水      陽 鈴木      一孝

鈴木      紗記子 鈴木      俊彦 鈴木      智子 鈴木      信子 髙本      幸奈 武内      温子

竹下      覚 竹本      康二 田中      秀典 田中      真希 田中      雅大 田中      龍一

谷口      顕信 谷村      知繁 津田      兼之介 中垣      麻里 中野      優 西村      直子

沼本      真吾 野村      羊示 服部      文子 服部      哲夫 濵崎      咲也子 濵嶋      直樹

早川      昌弘 林        誠司 久野      正 兵藤      玲奈 深谷      聡子 藤城      尚純

藤田      直也 藤野      正之 藤巻      英彦 船戸      悠介 帽田      仁子 堀        いくみ

本田      茂 本部      和也 前田      剛志 牧        祐輝 松沢      要 間宮      野里花

三浦      良介 宮田      昌史 宮村      梨沙 村松      幹司 村松      友佳子 森鼻      栄治

安田      彩子 安田      和志 山川      紀世志 山田      晃郎 山田      恭聖 山本      ひかる

山本      道子 矢守      信昭 横井      暁子 横山      岳彦

三重県 16 名

伊藤      雄彦 大森      雄介 大矢      和伸 鎌田      尚樹 木平      健太郎 塩野      愛

周山      めぐみ 高橋      純哉 中村      知美 二井      立恵 坂        京子 馬路      智昭

水谷      健佑 山口      佳子 山下      敦士 淀谷      典子

滋賀県 33 名

小豆澤    敬幸 石川      珠代 一岡      聡子 梅原      弘 奥野      計寿人 岸本      卓磨

熊田      知浩 口分田    政夫 狹川      浩規 柴田      実 清水      恭代 城山      照貴

杉本      健悟 宗村      純平 高野      知行 高橋      俊恵 多賀谷    翠 田中      克典

筒井      英美 長井      静世 中井      真由美 中島      亮 中村      健治 西倉      紀子

西沢      嘉四郎 菱谷      隆 藤田      聖実 丸尾      良浩 森元      まゆみ 山本      正仁

山本      由佳 吉田      忍 龍神      布紀子

奈良県 14 名

飯島      文憲 恵美須    礼子 扇谷      綾子 釜本      智之 桐村      章大 小林      遼平

谷        有貴 利根川    仁 西本      瑛里 舞鶴      賀奈子 松井      潤 箕輪      秀樹

安原      肇 山本      直寛

和歌山県 7 名

熊谷      健 月山      聖子 津野      嘉伸 中森      幸絵 原        茂登 比嘉      明日美

宮脇      正和

京都府 41 名

秋田      大輔 太田      幹人 岡本      茂 河井      昌彦 川崎      秀徳 北村      直行

木下      尚子 栗山      望 小谷      牧 小林      奈歩 篠塚      淳 常念      大輔

菅原      由実菜 鈴木      理恵 砂田      真理子 髙井      あかり 田中      香織 短田      浩一

千代延    友裕 堂        淳子 冨井      敏宏 富田      晃正 友滝      清一 友邊      雄太郎

内藤      岳史 中西      純子 西村      陽 長谷川    功 花岡      信太朗 林        藍

平田      拓也 藤井      法子 松倉      崇 松下      浩子 松村      治 松本      良文



森岡      茂己 諸戸      雅治 山野      暁生 湯口      沙矢香 和田      敬仁

大阪府 110 名

赤川      翔平 赤川      友布子 芥川      宏 東川      幸嗣 新井      那摘 荒堀      仁美

飯藤      順一 池田      佳世 池田      妙 石森      真吾 井上      翔太 居原田    安奈

今西      洋介 祝原      賢幸 岩朝      徹 大下      朋成 大西      聡 大林      奈穂

小笠原    亜耶 岡田      満 岡野      舞 小川      加奈 尾上      泰祐 甲斐      明彦

甲斐      昌彦 柏木      博子 片山      義規 加藤      愛章 川﨑      英史 河村      佑太朗

木岡      直美 岸上      真 岸本      加奈子 北畠      康司 木原      沙紀 栗並      樹里

黒川      智子 黒嵜      健一 黒須      英雄 小泉      美紀子 小垣      滋豊 小谷      有紀

児玉      菜津子 小畑      慶輔 近藤      可愛 酒井      規夫 鮫島      希代子 島        孝典

白石      淳 白濵      素子 隅        清彰 底田      辰之 高瀬      俊夫 高屋      淳二

橘        雅弥 巽        亜子 田中      俊光 田中      裕子 谷口      英俊 谷口      昌志

田村      誠 辻        章志 釣永      雄希 利川      寛実 冨田      和慶 永田      多恵子

中西      直之 長松      有衣子 中道      龍哉 鍋谷      まこと 新居      敏 西本      静香

野崎      史子 野崎      昌俊 濱崎      考史 樋口      真司 久門      具子 平田      克弥

平野      翔堂 福田      沙矢香 藤井      喜充 藤坂      方葉 堀田      純子 堀        真一郎

本間      仁 松尾      星弥 松浪      桂 松原      あずさ 水野      洋介 南方      俊祐

南        征樹 峰        研治 美馬      文 宮下      律子 森        潤 矢﨑      耕太郎

安井      昌子 保田      真宏 安田      昌広 山岡      繁夫 山下      朋代 山田      寛之

山本      真菜 豊        徹 横尾      憲孝 横田      知之 吉井      勝彦 四本      由郁

和田      和子 和田      紀久

兵庫県 70 名

青田      千恵 青砥      悠哉 粟野      宏之 飯島      一誠 飯田      智恵 五百蔵    智明

石田      悠介 稲熊      洋祐 岩谷      壮太 上村      裕保 宇都宮    剛 江口      純治

岡田      陽子 奥谷      貴弘 梶        瑞佳 川本      久美 北山      真次

木村      重美 倉橋      幸也 黒川      大輔 小泉      真琴 香田      翼 古林      真佐美

権東      雅宏 佐伯      啓介 坂田      千恵 菅原      勝美 高桑      聖 高野      美由紀

多木      秀雄 多久和    麻由子 田中      裕也 田中      由起子 田原      俊夫 塚元      麻

辻前      紗絵子 仲宗根    瑠花 中田      あゆみ 中谷      尚子 西山      将広 二野      菜々子

忍頂寺    毅史 野津      寛大 服部      妙香 花房      宏昭 深谷      隆 福嶋      祥代

堀之内    智子 増田      祥行 松井      朝義 松本      尚子 丸山      あずさ 操        真紀

三﨑      真生子 南川      将吾 三村      仁美 三宅      理 百中      宏 森        健

森川      悟 森貞      直哉 山川      勝 山口      宏 山田      博之 山本      茜

芳本      誠司 米谷      昌彦 李        知子 和田      浩

岡山県 21 名

赤池      洋人 宇田      和宏 大友      孝信 大守      伊織 大山      麻美 荻田      聡子

影山      操 澤田      真理子 茂原      研司 篠塚      雅子 杉本      守治 竹内      章人

玉井      圭 服部      真理子 福嶋      ゆう 水田      俊 山崎      利佳 山下      信子

横山      裕司 吉本      順子 渡邉      宏和

広島県 29 名

浅野      孝基 石川      暢恒 猪谷      元浩 内田      晃 宇都宮    朱里 内海      孝法



浦山      耕太郎 江口      恭慈 大野      令央義 川口      浩史 川野      妙子 柴沼      栄希

世羅      康彦 田中      貴俊 谷        博雄 谷口      真紀 田原      昌博 玉田      智子

津田      玲子 西岡      軌史 西村      裕 早川      誠一 原        圭一 樋口      公章

藤田      直人 本田      茜 前野      誓子 三木      瑞香 横山      信子

山口県 5 名

木村      献 高橋      一雅 長谷川    真成 林        隆 松本      直子

鳥取県 15 名

稲垣      真澄 今本      彩 宇都宮    靖 梅田      真洋 大谷      英之 岡崎      哲也

奥野      啓介 倉信      裕樹 鈴木      将浩 田村      明子 長田      郁夫 前垣      義弘

三浦      真澄 宮原      史子 吉野      豪

島根県 10 名

金井      理恵 神田      貴行 齋藤      恭子 柴田      直昭 竹谷      健 中島      香苗

平岩      里佳 松井      美樹 森山      あいさ 山本      慧

香川県 11 名

市原      朋子 岩井      艶子 大橋      育子 定村      孝明 神内      済 杉野      政城

髙田      幸成 只友      蓉子 中野      彰子 安田      真之 山本      真由美

徳島県 2 名

須賀      健一 森        達夫

高知県 6 名

上村      智子 浦木      諒 金澤      亜錦 中田      裕生 前田      賢人 三浦      紀子

愛媛県 15 名

穐吉      眞之介 穐吉      紀子 伊藤      智子 井上      博晴 岩田      はるか 江口      真理子

太田      雅明 加賀田    優紀 玉井      里奈子 濱田      淳平 丸山      なつき 宮島      一郎

山内      俊史 山岡      理恵 依岡      壮一郎

福岡県 51 名

荒木      俊介 市山      正子 井上      貴仁 海野      聡子 海野      光昭 太田      栄治

大屋      和之 岡畠      祥憲 小川      将人 越智      悠一 音田      泰裕 加倉      寛也

喜多村    美幸 木下      正啓 金城      唯宗 倉田      浩昭 小池      敬義 後藤      憲志

七種      護 齋藤      玲子 澤浦      法子 清水      大輔 菅        秀太郎 菅        尚浩

須田      憲治 瀬戸上    貴資 園田      幸司 田中      健太郎 鶴沢      礼実 鳥尾      倫子

中嶋      敏紀 長友      太郎 中村      美彩 新居見    俊和 西小森    隆太 西村      良美

松下      悠紀 虫本      雄一 森        聡子 安成      大輔 八ツ賀    秀一 山下      大輔

山下      裕史朗 山田      洸夢 山本      順子 湯浅      千春 横田      千恵 米田      哲

渡邉      俊介 渡辺      まみ江 渡邊      順子

大分県 16 名

赤石      睦美 秋吉      健介 飯田      浩一 井原      健二 衛藤      恵理子 小栗      沙織

川野      奈々江 慶田      裕美 古賀      寛史 小杉      雄二郎 島田      祐美 関口      和人

福島      直喜 藤田      貴子 前田      知己 米本      大貴

佐賀県 7 名

阿部      淳 一ノ瀬    文男 久野      建夫 田島      大輔 田代      克弥 西        眞範

東島      理絵子



長崎県 8 名

井上      大嗣 小形      勉 草野      智佳子 末永      英世 角        至一郎 伊達木    澄人

本田      涼子 横川      真理

熊本県 11 名

池田      ちづる 井上      武 猪俣      慶 樫木      朋子 川瀬      昭彦 髙橋      大二郎

谷口      慎治 土屋      廣幸 中村      公俊 藤井      績 吉松      秀隆

宮崎県 5 名

青木      良則 池田      俊郎 此元      隆雄 中村      賢二 森        こずえ

鹿児島県 11 名

石原      千詠 井上      一利 川村      順平 境野      高資 中江      広治 根路銘    安仁

松永      愛香 丸山      慎介 村野      加奈子 山遠      剛 屋良      朝太郎

沖縄県 11 名

新嘉喜    映佳 江橋      正浩 木里      頼子 島袋      篤哉 下地      良和 円谷      悠子

中矢代    真美 野田      良典 野間      治義 真喜屋    智子 宮城      裕人

その他（海外） 6 名

岩井      謙治 才田      謙 代田      惇朗 大門      佑美 田村      麻由子 内藤      拓人

※学会の登録に準じています。

※都道府県あいうえお順で表示しています。


