
受講者コード 氏名 送付先_県名 所属企業名
80138 市川　承雄 北海道 (有) ゼネック
80149 明日見　秀雄 北海道 株式会社　根室コスモ薬品
80150 藤條　一成 北海道 株式会社　根室コスモ薬品
80199 加賀沢　博之 青森県 加賀沢　博之
80200 鈴木　則武 青森県 鈴木　則武
80201 中居　美行 青森県 中居　美行
80213 足高　弘明 福島県 (有)足高薬品
80214 足高　一誠 福島県 (有)足高薬品
80218 飯島　好和 群馬県 飯島　好和
80229 倉澤　澄男 群馬県 倉澤薬品
80230 倉澤　達江 群馬県 倉澤薬品
80231 倉澤　康弘 群馬県 倉澤薬品
80233 又市　久憲 群馬県 （株）群広薬品
80234 又市　かつえ 群馬県 （株）群広薬品
80236 若松　照子 群馬県 （株）群広薬品
80237 小坂井　利明 群馬県 小坂井　利明
80238 小板橋　義明 群馬県 小板橋　義明
80240 志野　庄平 群馬県 志野兄弟薬品
80241 志野　英治 群馬県 志野兄弟薬品
80249 堀川　行一 群馬県 日健サービス(有)
80250 堀川　秀頼 群馬県 日健サービス(有)
80252 藤村　茂 群馬県 日健サービス(有)
80253 伊藤　義則 群馬県 日健サービス(有)
80254 高橋　芳明 群馬県 日健サービス(有)
80255 椎名　健介 群馬県 日健サービス(有)
80256 堀川　鷹綱 群馬県 日健サービス(有)
80262 多田　慶治 群馬県 有限会社　ひまわり薬品
80264 又市　篤雄 群馬県 又市　篤雄
80265 亀井　忠 群馬県 亀井　忠
80266 森　巧 群馬県 森　巧
80267 温盛　裕 茨城県 温盛　裕
80313 河本　博幸 東京都 (有)小木仁寿堂
80314 濱田　武 東京都 (有)小木仁寿堂
80315 塚越　崇史 東京都 建心薬品
80320 谷口　　博 東京都 （株）東和薬品
80321 福田　　正雄 東京都 （株）東和薬品
80322 浅川　優一 東京都 （株）東和薬品
80323 公平　好彦 東京都 （株）東和薬品
80324 染谷　謙一 東京都 （株）東和薬品
80325 木戸　慶龍 東京都 （株）東和薬品
80326 川村　義彦 千葉県 （株）東和薬品
80327 小林　正彦 東京都 （株）東和薬品
80328 跡部　忠男 東京都 （株）東和薬品
80329 中内　博之 茨城県 （株）東和薬品
80330 浅野　幸一 茨城県 （株）東和薬品
80331 町田　保 茨城県 （株）東和薬品
80333 毛塚　輝夫 千葉県 （株）東和薬品
80334 天田　和史 千葉県 （株）東和薬品
80335 木内　博喜 茨城県 （株）東和薬品
80336 吉田　弘 埼玉県 （株）東和薬品
80338 久保　勝人 埼玉県 （株）東和薬品
80339 小野　清貴 千葉県 （株）東和薬品
80340 山川　正彦 千葉県 （株）東和薬品
80341 小原　健二 千葉県 （株）東和薬品
80342 篠原　康治 千葉県 （株）東和薬品
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80343 池亀　繁雄 東京都 （株）内外救急薬品
80344 流石　穣介 埼玉県 （株）内外救急薬品
80345 田中　達矣 東京都 （株）内外救急薬品
80346 原　久 埼玉県 （株）内外救急薬品
80347 中里　秀夫 埼玉県 （株）内外救急薬品
80348 斎藤　静雄 埼玉県 （株）内外救急薬品
80349 伊藤　将文 千葉県 （株）内外救急薬品
80350 麻生　守 千葉県 （株）内外救急薬品
80351 中田　智康 千葉県 （株）内外救急薬品
80352 大川　達久 神奈川県 （株）内外救急薬品
80353 能代谷　勝 神奈川県 （株）内外救急薬品
80354 小谷　信也 神奈川県 （株）内外救急薬品
80356 兵藤　直樹 山梨県 （株）内外救急薬品
80357 朝倉　誠 埼玉県 （株）内外救急薬品
80358 ?A澤　千明 東京都 （株）内外救急薬品
80360 三枝　照雄 山梨県 （株）内外救急薬品
80386 吉川　二夫 東京都 （株）リバグッド社
80388 吉川　実 東京都 （株）リバグッド社
80389 遠藤　直与志 東京都 （株）リバグッド社
80390 大??　あつ子 東京都 （株）リバグッド社
80391 渡部　匡也 東京都 （株）リバグッド社
80392 坂本　太 東京都 （株）リバグッド社
80393 青木　義孝 東京都 （株）リバグッド社
80394 吉川　治宏 東京都 （株）リバグッド社
80395 山本　和夫 東京都 （株）リバグッド社
80403 長谷　勝利 愛知県 長谷　勝利
80413 石井　健友 新潟県 (有)イシイ薬品ハイチネット
80414 渡部　良子 新潟県 (有)イシイ薬品ハイチネット
80415 山本　健雄 新潟県 (有)イシイ薬品ハイチネット
80416 佐藤　次彦 新潟県 (有)イシイ薬品ハイチネット
80417 足??　有祐 新潟県 足??薬品（株）
80418 須藤　和幸 新潟県 足??薬品（株）
80420 桑原　規雄 新潟県 足??薬品（株）
80421 宮田　勝 新潟県 足??薬品（株）
80422 熊倉　順 新潟県 足??薬品（株）
80423 吉澤　正夫 新潟県 足??薬品（株）
80424 小原　稔 新潟県 足??薬品（株）
80425 野沢　一正 新潟県 足??薬品（株）
80426 内山　三恵子 新潟県 足??薬品（株）
80427 上村　勇 新潟県 足??薬品（株）
80428 笛木　正人 新潟県 足??薬品（株）
80429 小宮山　芳則 新潟県 足??薬品（株）
80430 大竹　和広 新潟県 足??薬品（株）
80431 皆川　博信　 新潟県 足??薬品（株）
80432 木村　代志夫 新潟県 足??薬品（株）
80433 阿部　優子 新潟県 足??薬品（株）
80434 山本　真理子 新潟県 足??薬品（株）
80447 大橋　龍雄 奈良県 ユーコー薬品
80449 中井　雅泰 石川県 ユーコー薬品
80450 岡田　啓介 石川県 ユーコー薬品
80451 亀山　弘志 静岡県 ユーコー薬品
80452 日吉　繁利 鳥取県 （株）新日本薬品
80453 栗田　文明 鳥取県 （株）新日本薬品
80478 村上　慶幸 秋田県 杉沢薬品（株）
80479 池野　直友 岩手県 杉沢薬品（株）
80480 芳門　隆夫 岩手県 杉沢薬品（株）
80481 土田　清光 秋田県 杉沢薬品（株）



80482 船山　正和 岩手県 杉沢薬品（株）
80483 及川　博幸 岩手県 杉沢薬品（株）
80484 菊地　信一 岩手県 杉沢薬品（株）
80485 小野　光春 岩手県 杉沢薬品（株）
80486 庄司　幸 岩手県 杉沢薬品（株）
80487 高橋　幸恵 岩手県 杉沢薬品（株）
80488 和野　奈美 岩手県 杉沢薬品（株）
80769 宮下　かほる 北海道 北央薬品販売（株）
80770 樋口　清 北海道 北央薬品販売（株）
80771 佐藤　雅俊 北海道 北央薬品販売（株）
80772 平野　克己 北海道 北央薬品販売（株）
80773 小黒　正広 北海道 北央薬品販売（株）
80774 村上　誠 北海道 北央薬品販売（株）
80852 前田　博二 静岡県 西島薬品（株）
80891 福田　浩 奈良県 福田薬品
80944 佐々木　克義 広島県 佐々木　克義
89001 天沼　孝良 埼玉県 （株）リバグッド社
89002 作田　進 神奈川県 （株）リバグッド社
89003 鈴木　栄 埼玉県 （株）リバグッド社
89004 西表　克巳 埼玉県 （株）リバグッド社
89005 庭山　裕行 埼玉県 （株）リバグッド社
89006 橋本　光司 埼玉県 （株）リバグッド社
89007 星野　裕一 埼玉県 （株）リバグッド社
89008 増田　広一 千葉県 （株）リバグッド社
89009 宮本　和昌 神奈川県 （株）リバグッド社
89010 山田　忠寿 神奈川県 （株）リバグッド社
89011 割田　孝 埼玉県 （株）リバグッド社
89012 大久保　一則 鳥取県 （株）新日本薬品

受講者コード 氏名 送付先_県名 所属企業名
960124 名倉　幸四郎　 群馬県 名倉薬品
960145 森　進 群馬県 森薬品商会
960226 浅井　秋夫 東京都 （株）内外救急薬品
960229 佐藤　孝男 神奈川県 （株）内外救急薬品
960240 安部川　林司 山梨県 （株）内外救急薬品
961120 中川　伸夫 千葉県 （株）東和薬品
961121 竹村　忠久 東京都 （株）東和薬品
961124 松下　康弘 静岡県 （株）ニシメディカル
961125 村瀬　忠道 静岡県 （株）ニシメディカル
961127 原田　聡 東京都 （株）内外救急薬品
961128 伊藤　茂夫 神奈川県 （株）内外救急薬品
961129 片　正夫 埼玉県 （株）内外救急薬品
961238 塚本　善信 愛知県 塚本　善信
961240 茂木　之成 群馬県 茂木　之成
961256 奥本　清治 埼玉県 （株）リバグッド社
961257 小森　慶四郎 神奈川 （株）リバグッド社
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