
氏　　名 治　療　院　名(所属)

1 縣健太郎 メディカルフィットネスクラブLEN

2 足立　隆彦 専門学校　白寿医療学院附属鍼灸院

3 阿部 未知世 鍼灸　水風井

4 Alan Eduardo Riquelme Castillo アチブエノ鍼灸院

5 池田　益代 モア治療院

6 伊藤 えつ子 森の鍼灸院

7 伊藤 智子 空の上の鍼灸サロンふわり

8 稲留 文徳 稲留鍼灸治療室

9 稲穂 きよみ 田中鍼院

10 井上　正治 井上針灸院

11 岩間　彩絵 クルール　－H.K.M-

12 植松　由貴 SSKCハリマッサージ

13 内山　大吾 はりきゅう　野ばら

14 靱矢　哲生 鍼灸治療院　すろーけあ

15 梅原　邦枝 松の井指圧・鍼・灸院

16 梅原　正樹 鍼灸　My　style

17 榎田　　誠 誠心堂接骨院

18 遠藤　泰子 あんま.はり.きゅう治療院Doda.you+R

19 太田一郎 東海医療学園総合臨床センター

20 大橋 教正 大橋針灸療院

21 岡田　　勝 湧泉堂鍼灸治療院

22 岡村　　匡 おかむら鍼灸院

23 小川　幸弘 宝川鍼灸治療院

24 奥村　幸則 鍼灸院おくむら

25 小澤　清隆 コンディショニングセンター伊豆　 漢功堂大社前施術所

26 小田　有二 鍼灸寿量院

27 小野　悟 オノ針灸治療院

28 加藤 恒夫 加藤鍼灸治療院

29 加藤　宏 鍼灸治療院翡翠

30 加藤　博史 加藤整骨院

31 神尾　隆文 神尾鍼灸整骨院

32 亀田 和憲 かず治療院

33 川窪　吉男 鍼灸川窪健康堂

34 木内　　実 木内鍼灸治療院

35 北村　秀夫 北矢部鍼灸治療院

36 北村　　守 北村東洋治療院

37 形部　章仁 形部接骨鍼灸院

38 桐山 千代 桐山鍼灸整骨院

39 久保田　修 そうたく治療院

40 河野 吉行 あおば鍼灸院
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41 小田　明弘 五和針灸整骨院

42 小田　初美 五和針灸整骨院

43 小林　賢次 漢法堂針灸小林治療室

44 是永　彰基 是永治療院

45 近藤　弦也 名倉堂接骨院（鍼灸部）

46 齊田　　章 さいた治療院

47 齊田　春美 春　治療院

48 酒井繁男 漢々堂鍼灸院

49 匂坂　恵里 麻里針灸院

50 佐々木  至忠 日漢堂鍼灸院

51 佐藤 莞爾 漢方療院

52 佐藤 龍童 漢方療院

53 佐野　勝己 佐野鍼灸院

54 佐野　進 旭嶺館治療院・接骨院

55 澤田 義雄 澤田鍼灸院

56 柴田　泰志 SSKCハリマッサージ

57 清水正明 富士少林堂

58 下山沙織 Ｍａｋａｎａ（マカナ）

59 白鳥 進一 いち鍼灸治療院

60 鈴木　陽森 あき鍼灸接骨院

61 鈴木　一正 ｒｅｆｉｎｅ

62 鈴木 一吉 新原鍼灸院

63 鈴木　俊三 鈴木富士見鍼灸院

64 鈴木　秀明 犀角はりきゅう治療院

65 鈴木 万友美 温故療院

66 鈴木　芳基 鍼灸　芳永堂

67 関　　　光正 関　鍼灸院

68 高須 弘次 治療室あんばい

69 高田　卓二 高田鍼灸指圧治療院

70 高梨　和明 高なし鍼灸治療院

71 高部 光司 高部鍼灸院

72 竹村千冬 専門学校浜松医療学院

73 田中　一雄 いちい鍼灸治療院

74 津村　昌保 つむら鍼灸サロン

75 長倉　章夫 長倉鍼灸院

76 中小路 正敬 中小路治療院

77 長島　真理 東静岡鍼灸院

78 中村 聡 温故療院上島　こもれびの丘

79 中村　友和 鍼灸中村治療院

80 梨本　　博 たちばな堂

81 野末　武 のずえ治療院

82 野村　南 Ｍａｋａｎａ（マカナ）

83 橋村　絵里 はり・きゅうサロン　はり笑

84 長谷川　敬 安心温灸センター　敬



85 長谷川　博一 岡之治療院

86 服部 浩也 温故療院

87 羽根田 雄介 あかり鍼灸院

88 原田菜央 学園みずほ鍼灸接骨院

89 針生　真次 針生治療院

90 尾藤 晴彦 尾藤鍼灸院

91 平井　愛 平安鍼灸治療所

92 福地　　真 福地鍼灸科院

93 古谷 森二 楽典鍼灸マッサージ治療院

94 保阪　秀則 THL富嶽鍼灸院

95 正木　孝彦 正木治療院

96 増田　直也 ハロー治療院

97 宮本孝之 宮本治療院

98 宮本 玲子 鍼灸 宮本

99 明道嘉保 出張専門はりきゅう治療８９

100 三輪　宣朗 三輪鍼灸院

101 村上高康 とこは鍼灸接骨院

102 村越　章浩 なぎさ治療院

103 村越　由美 なぎさ治療院

104 村田 隆郎 むらたハンド

105 村山　英利 ひまわり治療院

106 望月　久嘉 寿栄堂治療院

107 森 俊介 あさくら整骨院

108 諸星　光汰 おおとみ在宅鍼灸治療院

109 矢田部 徹 やたべ鍼灸院

110 谷野　実穂子 あんず鍼灸院

111 山形　勝久 山形はり灸治療院

112 山本　 聖 山本はり灸院

113 山本　健太 鍼灸サロンMinori

114 山本 繁 針灸治療センター浜松店

115 山本 達郎 育生鍼灸院

116 山本 実穂 鍼灸サロンMinori

117 山本 守弘 浜松ひげの鍼灸本院

118 山本　好弘 元尾坂接骨院

119 油井靖和 出張施術業務　　　　　　  ケアサポートゆい

120 横瀬　純子 鍼灸整体りらくゾーン

121 吉田　豊人 伊豆高原鍼灸治療院

122 吉田　敏雄 中央整骨院

123 和田 忠彦 和田鍼灸院

124 渡邊　律江 鍼灸院龗二
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今井 暁海 田中鍼院

美濃　孝輔 SSKCハリマッサージ

伊藤栞里 専門学校浜松医療学院

鈴木裕太郎 専門学校浜松医療学院

山内 彩乃 専門学校浜松医療学院

新原　寿志 学校法人　常葉大学

中澤　寛元 学校法人　常葉大学


