
五十音順

平成29年5月10日　現在

第１区　〔北海道〕　【代議員：　定員７名、　予備代議員：　２名】

支　部 会員番号 氏　名 ふりがな 所　　　　　　属

1 北海道 40872 相馬　充晴 そうま　みつはる 有限会社 北海道厚生義肢製作所

2 北海道 13129 髙田　彬博 たかだ　あきひろ 株式会社 髙田義肢製作所

3 北海道 53726 西　恵里奈 にし えりな 有限会社 西義肢製作所

4 北海道 13256 本道　伸弘 ほんどう　のぶひろ 北海道ハイテクノロジー専門学校

5 北海道 32609 村原　伸 むらはら　しん 北海道科学大学

6 北海道 41443 森口　智也 もりぐち　ともや 有限会社 森口義肢製作所

7 北海道 41491 安田　義幸 やすだ　よしゆき 株式会社 馬場義肢製作所

予 北海道 43742 北田　一吉 きただ　かずよし 有限会社 旭川義肢製作所 

予 北海道 10221 早川　康之 はやかわ　やすゆき 北海道科学大学

第２区　〔東　北〕　【代議員：　定員８名、　予備代議員：　２名】

支　部 会員番号 氏　名 ふりがな 所　　　　　　属

1 東　北 13435 植松　茂也 うえまつ　しげや 有限会社 山形義肢研究所

2 東　北 42578 内田　源生 うちだ　みなお 株式会社 田村式義肢製作工業所

3 東　北 41681 菊地　義浩 きくち　よしひろ 株式会社 東北補装具製作所

4 東　北 12779 見木　太郎 けんもく　たろう 株式会社 Ｐ．Ｏ．イノベーション

5 東　北 42374 佐々木　和憲 ささき　かずのり 株式会社 佐々木義肢製作所

6 東　北 14533 佐々木　雄登 ささき　ゆうと 株式会社 千秋義肢製作所

7 東　北 43076 渋谷　みさき しぶたに　みさき 株式会社 青森日東義肢製作所

8 東　北 40920 引地　雄一 ひきち　ゆういち 有限会社 エムサポート

予 東　北 42450 伊藤　かおり いとう　かおり 有限会社 乳井補装具製作所

予 東　北 41774 武山　政志 たけやま　まさし アライズ

第３区　〔東日本〕　【代議員：　定員３１名、　予備代議員：　２名】

支　部 会員番号 氏　名 ふりがな 所　　　　　　属

1 東日本 10021 東江　由起夫 あがりえ　ゆきお 新潟医療福祉大学　

2 東日本 12042 安部　勉 あべ　つとむ 西武学園医学技術専門学校

3 東日本 21585 荒深　康司 あらふか　こうじ 長野県三才山リハビリテーションセンター鹿教湯病院

4 東日本 13459 板橋　ちあき いたばし　ちあき 株式会社 上毛義肢

5 東日本 22706 出井　裕司 いでい　ゆうじ 株式会社 幸和義肢研究所

6 東日本 11815 大石　好幸 おおいし　よしゆき 有限会社 湘南義肢研究所

7 東日本 12601 大西　忠輔 おおにし　ただすけ 昭和伊南総合病院

8 東日本 12777 萱野　由希江 かやの　ゆきえ ウィングアシストプロジェクト

9 東日本 12131 北川　新二 きたがわ　しんじ 有限会社 木村義肢工作研究所

10 東日本 12444 栗原　大 くりはら　まさる 株式会社 東亜義肢

11 東日本 12205 小池　誉士憲 こいけ　よしのり 日本赤十字社 千葉県支部 義肢製作所

12 東日本 31629 児玉　真一 こだま　しんいち 横浜市総合リハビリテーションセンター

13 東日本 11459 後藤　圭二 ごとう　けいじ 川村義肢株式会社 山梨営業所

14 東日本 12216 笹本　嘉朝 ささもと　よしとも 新潟医療福祉大学

15 東日本 13373 佐藤　真一 さとう　しんいち 協和義肢工業 株式会社 

16 東日本 10085 鈴木　信英 すずき　のぶひで 有限会社 横浜ブレース

代議員および予備代議員名簿
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17 東日本 12184 滝澤　祐子 たきざわ　さちこ 湯河原病院

18 東日本 10600 徳田　和久 とくだ　かずひさ 有限会社 トクダ補装具

19 東日本 12849 中井　要介 なかい　ようすけ 有限会社 梶屋製作所

20 東日本 12143 中島　正裕 なかじま　まさひろ 株式会社 エヌ・オー・ティー

21 東日本 12324 根岸　和諭 ねぎし　かずゆ 国立障害者リハビリテーションセンター学院

22 東日本 11864 林　隆司 はやし　たかし つくば国際大学

23 東日本 12196 平井　幸太 ひらい　こうた 有限会社 前橋義肢製作所

24 東日本 12988 深谷　香奈 ふかや　かな オットーボック・ジャパン株式会社

25 東日本 11441 別當　有史 べっとう　ありふみ 株式会社 高崎義肢

26 東日本 12890 正垣　文 まさがき　あや 川村義肢株式会社 東京本社

27 東日本 12052 丸田　耕平 まるた　こうへい 神奈川県総合リハビリテーションセンター 

28 東日本 13123 望月　里美 もちづき　さとみ 有限会社 藤塚製作所

29 東日本 10464 森　恭一 もり　きょういち 有限会社 北信義肢

30 東日本 12692 山岡　正也 やまおか　まさや 有限会社 藤塚製作所

31 東日本 13905 山澤　篤史 やまざわ　あつし 株式会社 幸和義肢研究所

予 東日本 11143 臼井　二美男 うすい　ふみお （公財）鉄道弘済会 義肢装具サポートセンタ－

予 東日本 11811 山口　宏二 やまぐち　こうじ 株式会社 シューピッド

第４区　〔中部日本〕　【代議員：　定員１８名、　予備代議員：　２名】

支　部 会員番号 氏　名 ふりがな 所　　　　　　属

1 中部日本 22687 芥川　雅也 あくたがわ　まさや 専門学校 日本聴能言語福祉学院

2 中部日本 22653 湶　直人 あわら　なおと 株式会社 富山県義肢製作所

3 中部日本 22470 今西　好之 いまにし　よしゆき 有限会社 中部義肢

4 中部日本 21771 宇野　秋人 うの　あきひと 東名ブレース株式会社 

5 中部日本 22938 奥　亜希子 おく　あきこ 有限会社 奥義肢製作所

6 中部日本 22670 奥　謙治 おく　けんじ 有限会社 奥義肢製作所

7 中部日本 24236 唐澤　佑梨子 からさわ　ゆりこ 専門学校 日本聴能言語福祉学院

8 中部日本 22522 佐野　健一 さの　けんいち 株式会社 富山県義肢製作所

9 中部日本 21710 鈴木　昭宏 すずき　あきひろ 株式会社 松本義肢製作所

10 中部日本 22170 高武　望 たかたけ　のぞむ 有限会社 尾張義肢製作所

11 中部日本 33174 田畑　和徳 たばた　かずのり 有限会社 朝日義肢製作所

12 中部日本 21778 西井　千博 にしい　ちひろ 東名ブレース株式会社 

13 中部日本 21517 林　眞千子 はやし　まちこ 有限会社 四日市義肢製作所

14 中部日本 21034 日比野　文昭 ひびの　ふみあき 株式会社 松本義肢製作所

15 中部日本 22283 藤井　基弘 ふじい　もとひろ 株式会社 松本義肢製作所

16 中部日本 22948 宮川　拓也 みやがわ　たくや 株式会社 松本義肢製作所

17 中部日本 22557 武藤　義明 むとう　よしあき 株式会社 協和義肢製作所

18 中部日本 22611 吉田　健次 よしだ　けんじ 株式会社 金沢義肢製作所

予 中部日本 23410 千田　弦 せんだ　げん 有限会社 渡辺義肢製作所

予 中部日本 21571 中川　三吉 なかがわ　みよし 専門学校 日本聴能言語福祉学院

第５区　〔西日本〕　【代議員：　定員３５名、　予備代議員：　２名】

支　部 会員番号 氏　名 ふりがな 所　　　　　　属

1 西日本 33263 朝陽　静香 あさひ　しずか 株式会社　洛北義肢

2 西日本 32552 足立　英樹 あだち　ひでき 有限会社　原義肢製作所

3 西日本 32181 井上　昌文 いのうえ　まさふみ あおばメディック株式会社

4 西日本 32707 岩本　征也 いわもと　まさや 株式会社 かなへ義肢製作所
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5 西日本 32035 植田　幸一 うえだ　こういち 橋本義肢製作株式会社

6 西日本 34175 宇田川　茉胡 うだがわ　まこ 有限会社 原義肢製作所

7 西日本 32931 大井　博司 おおい　ひろし 株式会社 大井製作所

8 西日本 34375 大﨑　紗代 おおさき　さよ 明石西義肢製作所

9 西日本 31572 小田　純生 おだ　のりお 日本フットケアサービス株式会社 

10 西日本 33047 川場　康智 かわば　やすとも 株式会社 小豆澤整形器製作所

11 西日本 32494 川端　将生 かわばた　まさお 株式会社 川端技術所

12 西日本 32177 川村　慶 かわむら　けい 川村義肢株式会社 

13 西日本 12145 佐々木　伸 ささき　しん 神戸医療福祉専門学校三田校

14 西日本 32994 佐藤　寿彦 さとう　としひこ 株式会社 近畿義肢製作所

15 西日本 32973 篠原　克典 しのはら　かつのり 株式会社 かなへ義肢製作所 高知支店

16 西日本 31555 渋谷　英紀 しぶたに　ひでとし 有限会社 倉敷義肢製作所

17 西日本 32407 瀬野　大輔 せの　だいすけ 株式会社 京都ランステージ滋賀義肢

18 西日本 30353 髙橋　啓次 たかはし　けいじ 有限会社 ピー・オー・テック

19 西日本 31104 滝　吏司 たき　さとし 株式会社 ティプロ

20 西日本 32593 武田　純和 たけだ　まさかず 有限会社 武田義肢装具製作所

21 西日本 12853 谷口　公友 たにぐち　きみとも 広島国際大学

22 西日本 10012 月城　慶一 つきしろ　けいいち 広島国際大学

23 西日本 33046 堂本　洋介 どうもと　ようすけ 有限会社 ピー・オー・テック

24 西日本 32974 富山　弘基 とみやま　ひろき 橋本義肢製作株式会社 

25 西日本 31376 東原　孝典 ひがしはら　たかのり 有限会社 高松義肢製作所

26 西日本 31535 冨金原　武 ふきんばら　たけし 株式会社 冨金原義肢

27 西日本 32594 藤本　陽亮 ふじもと　ようすけ 有限会社 藤本義肢製作所

28 西日本 34235 藤本　梨沙 ふじもと　りさ 有限会社 阿波義肢製作所

29 西日本 32956 松永　紘幸 まつなが　ひろゆき 株式会社 冨金原義肢

30 西日本 31082 三国　徹也 みくに　てつや ミクニ　オルソ　スタイル

31 西日本 32859 森本　哲平 もりもと　てっぺい 有限会社 オーエスエム　ヘルプスト

32 西日本 32705 安井　裕之 やすい　ひろゆき 株式会社 大装ブレース

33 西日本 32719 山田　清隆 やまだ　きよたか 株式会社 洛北義肢

34 西日本 32351 吉田　剛 よしだ　つよし 株式会社 洛北義肢

35 西日本 32661 淀川　慎太郎 よどがわ　しんたろう 株式会社 淀川義肢製作所

予 西日本 32575 小西　克浩 こにし　かつひろ 株式会社 澤村義肢製作所

予 西日本 32130 竹内　大 たけうち　だい 株式会社 竹内義肢

第６区　〔南日本〕　【代議員：　定員１５名、　予備代議員：　２名】

支　部 会員番号 氏　名 ふりがな 所　　　　　　属

1 南日本 53784 赤田　晋一 あかた　しんいち 有限会社 赤田義肢製作所

2 南日本 51775 浅井　裕晴 あさい　やすはる （医）金澤会　青磁野リハビリテーション病院

3 南日本 13450 阿部　歳樹 あべ　としき 有限会社 マキタ義肢製作所

4 南日本 52422 有薗　祥史 ありぞの　しょうじ 株式会社 久留米有薗製作所

5 南日本 52405 甲斐　雄介 かい　ゆうすけ 有限会社 佐賀有薗義肢製作所

6 南日本 51728 栗屋　憲治 くりや　けんじ 株式会社 中礼義肢製作所

7 南日本 52559 笹川　友彦 ささかわ　ともひこ 熊本総合医療リハビリテーション学院

8 南日本 51984 砂田　和幸 すなだ　かずゆき 有限会社 砂田義肢製作所

9 南日本 53354 高木　美紗子 たかき　みさこ 株式会社 北義肢製作所

10 南日本 14193 德田　和彦 とくだ　かずひこ 株式会社 徳田義肢製作所

11 南日本 53409 成清　健市 なりきよ　けんいち 有限会社 大分有薗義肢製作所
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12 南日本 51988 二宮 　誠 にのみや　まこと 株式会社 長崎かなえ

13 南日本 53944 宮窪　健人 みやくぼ　たけと 有限会社 みやくぼ義肢製作所

14 南日本 53417 山田　麻美 やまだ　まみ 株式会社 有薗製作所

15 南日本 54098 山邊　美里 やまべ　みさと 有園義肢株式会社 

予 南日本 52071 黒田　寛人 くろだ　ひろと 株式会社 有薗製作所 福岡営業所

予 南日本 52185 長曽我部　洋子 ちょうそかべ　ようこ 有限会社 大渡義肢製作所
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