
認定CRC更新者
（207名、敬称略、50音順） 認定期間:2023年1月1日～2027年12月31日

申請者氏名
アーノルド 知美 遠藤 洋美 ⿁頭 美貴子 嶋津 由美子
愛葉 かおり 大澤 美千代 木野 房代 下辻 恒久
四十物 由香 太田 小百合 木原 直美 下山 晴香
赤澤 明日美 大竹 真貴子 草間 恭子 白石 佳世
秋田 みず香 大塚 一恵 工藤 千穂 白澤 宏美
赤穗 あや 大留 恵 久保田 聡 新海 友香
麻生嶋 和子 大野 京子 倉持 純子 杉町 恵美
天野 佳美 大渕 健介 黒田 明子 鈴木 三千代
有路 亜由美 大宮 真紀子 黒田 智 鈴木 智恵子
安藤 美紗子 大森 慶二 小暮 麻妃子 鈴木 みどり
石井 友里 岡田 香織 小嶋 亜純 砂田 理恵子
石井 涼子 岡田 優希子 児島 里美 諏訪 香子
石川 恭子 小川 佳良子 小菅 侑子 関 哲子
石川 ひろみ 沖崎 雅恵 小林 和子 関根 博
石田 明子 沖田 直子 小元 裕美 髙木 裕美子
石谷 真理子 奥野 孝子 近藤 智子 髙田 綾
石山 裕美 小田 桐子 斎藤 悠 髙田 かずみ
板倉 史枝 乙訓 知代 坂 晶子 髙津 和哉
一本木 千嘉 梶谷 綾子 堺 志穂 髙橋 聖
稲田 実枝子 片山 育美 阪﨑 志帆 髙山 温子
稲田 洋子 加藤 里奈 坂田 道子 竹内 綾子
今井 千裕 鎌田 まどか 佐久間 幸子 竹内 智恵
今井 美和 上武 千晶 佐々木 悟 竹中 さや佳
今中 比砂野 唐澤 ちづる 佐々木 万利 武政 和子
岩田 香苗 河野 亜希子 佐藤 暁子 田島 壮一郎
岩田 洋子 菅野 あゆみ 佐藤 栄梨 刀川 由香利
上田 久美子 岸 芳子 佐藤 京子 田中 真一
植田 淳子 北村 直子 澤口 武尊 田中 百合子
臼井 あけ美 北森 絢子 島田 佳世子 田邊 久恵
梅田 昭子 北脇 友美 島津 光希 知名 香代子



中條 和也 西村 友美 松本 美保
塚嵜 由美 西本 佳代 松本 良江
津澤 千里 野口 栄子 儘田 洋
都築 和久 野口 瞳 三浦 綾美
出口 綾香 土師 知子 三住 智子
寺田 麻里 橋本 直美 宮崎 博子
當間 士紋 ⾧谷 祐子 宮部 祐子
百目⿁ 知佳 羽田 かおる 向井 久美
東谷 和徳 服部 美千代 望月 信子
戸田 瑠衣 東影 明人 森保 百合子
冨田 晴美 東田 英美子 八代 智子
豊田 宜子 平野 泰子 山川 茉由
永井 千絵 深津 亜希子 山崎 真澄
中井 真由美 福井 千枝 山田 ひろみ
⾧井 美貴 福田 多実子 山田 真規子
中尾 貴子 藤井 明子 山中 恵子
⾧岡 美枝 藤井 綾 山元 麻衣
永翁 尚美 藤野 綾香 吉川 弘美
中里 瞳 古屋 由加 吉川 史恵
中澤 暁子 堀田 和男 吉次 真紀子
中澤 梨花 堀田 千栄 吉野 美里
仲島 しのぶ ホロウェイ 愛 与那覇 育子
中島 理恵 本多 美奈 米満 敦史
⾧瀬 克彦 前田 由利子 若林 祐里江
中谷 絢子 牧野 瑠美 和田 裕美
名村 洋子 松井 ゆかり 渡邉 里枝
成田 さわな 松尾 美智子 渡部 活起
西川 久美子 松尾 友香
西田 朋子 松本 彩
西平 久美子 松本 マリ子


