
認定CRC更新者

（257名、敬称略、五十音順）

認定期間：2022年1月1日～2026年12月31日

申請者氏名

青江  佐佳恵 鏑木　真理子 鈴木  真佐美 坂野  寿弥

青木  和代 川上　志津子 鈴木  留美 平井  音衣

秋山  知美 川口  絢子 情野  加奈 平井  真理子

秋山  麻友 川副  しのぶ 関根  麻理子 平木  晴子

阿久津  ひとみ 神田　繭子 関本  真理子 平田  えりか

浅見  芳子 菊地  佳代子 仙波  真紀子 蛭田  香織

東  千博 北川  智子 曽根  淳美 深澤  陽子

安達  真里子 北野　明美 髙岡  舞子 福石  和久

阿部  圭子 北村  美奈子 田頭  由紀 藤川  啓子

網野　祥子 木ノ内  香苗 高田  美保子 藤田　美保

飯野  文枝 木下  淑 高原  美会子 藤田  優子

五百蔵  文代 清野  由美子 髙村　美喜子 二見  明香理

五十嵐  聡美 草島  光代 武井  順平 古澤  奈緒子

石田  裕紀 草場  美津江 武田  紀子 堀江  奈穂

石橋  茜 久保  三紀子 田島  朋子 正山  量子

石橋　寿子 久保  光子 田島  宏恵 松尾  和美

石原  麻衣子 熊谷  佐代子 田尻  睦子 松尾  直美

泉澤　恭子 蔵並  藍 田中  輝実 松川  加奈

伊勢  夏子 倉林  歩美 田中　ひろみ 松下  知司

板垣  依子 来栖  千賀子 田中  祐子 松田  知子

板野  亨 桑又　真由美 田辺  和生喜 松本  謙治

犬飼  容子 小池  あかね 谷  香苗 松本  智子

井上  優里香 小池  典子 谷口  真理子 松山  倫子

今一  留実 古賀  めぐみ 谷口  実由須 丸谷  晶美

井村  碧基 古賀  好美 玉木  真紀子 三浦  由加里

伊禮  武 越山  寿美 玉木  理衣 水野  美香子

植木　緑 後藤  智美 田丸  香苗 三井  佐保子

上島  暁世 後藤  初美 田村  美智代 南　留美子

上田  泰子 後藤  美穂 茶木  敬子 南出  ちさと

上之原  由佳 小西  圭子 都加原　美貴 宮崎  早代

植松  卓也 小林  恭子 綱島  久美子 宮中  桃子

内田  章子 小林  みわ子 鶴田  優子 三柳  直子

内田  智美 小松　里沙 出合  美帆 宮部  恵

内田  裕子 菰田  のぞみ 寺田  智子 宮脇  和美

畝  知己 近藤  夕子 寺田　浩美 村田  翔

鵜木　  奈々 齋藤  華 寺山  恵子 村田  ゆかり

梅染  紘美 坂尾  智穂 天王  美佳 室巻  孝恵



江口　哲世 坂本　幸子 天願  百恵 森谷  友美

遠藤　朋子 坂本  由美子 友定  直美 森本  愛紀

大木  美香 﨑山  直子 中島　佐和子 柳澤  江里

大久保  嘉則 佐久間  郁 中島  文晴 山岡  寿子

太田  有紀 桜井　久仁子 中野　ありさ 山岸  理紗

大谷　さつき 櫻井  則子 中野  佳代 山口  玲子

大津  友紀 笹﨑  巳緒 中野  まや子 山崎  泰代

大友  陽子 貞包  香織 中村  由美子 山路  直美

大西  かおり 佐藤  恵美 中本　美子 山下  まどか

大野  純子 佐藤  恵美子 中山  久美 山下  祐未

大野　梨絵 佐藤  希美 中山　洋子 山田　和美

大原  博美 佐藤  倫子 棗田  美香 山田  真美

岡田  亜紀 佐藤  和香子 並木  一枝 山田  夢衣

岡田  佳子 佐能  あざみ 成海  真貴子 山本  明子

岡本  美可 佐橋　幸子 成本　由佳 山本  あす美

小倉　美智代 椎葉  美帆 西岡  明子 山本  早紀

小野塚  明美香 芝　円 西川  知佐 柚本  育世

温  理紗 嶋田  沙織 西田  百代 湯川  絢子

我毛  麻衣子 島田　英明 西原  麻衣子 吉田  有紀

笠原  麻未 清水　郁 西村  美紀 義平  祥菜

風間  嗣武 重城  有紀 西本  英里 若杉  安希乃

柏樹  康子 庄  教奈子 野口  恵子 脇  いくみ

加勢  淳子 庄司  幸代 橋田  志幸 渡邉  さをり

香月　みゆき 城田  真里 服部　由 渡邉  達也

勝又　美由紀 城野  歌子 林  仁美 渡部　多真紀

勝又  祐美子 菅原  潤子 原  弘代 渡邉  なぎさ

加藤  みどり 鈴木  会理子 原田　直美 渡辺  麻見

加藤  ゆい


