
⽇本臨床宗教師会「認定臨床宗教師」⼀覧

北海道 東北 関東 中部 関⻄ 中国地⽅ 四国 九州
⾜⽴ 隆厳 天野 宏⼼ 浅川 範之 池⽥ ⿓珠 東⾕ ⼀弘 猪 智喜 岩佐 隆昇 淺枝 泰淳
⼩林 茂 天野 和公 熱⽥ 幸作 ⽷川 定伸 ⽯原 真 久⽥⾒ 良⼦ ⽥野 道⼦(妙秀) 芦⽥ もと⼦
眞如 晃⼈ 伊藤 祐⼦ 伊川 英⾥ 岩井 浩⼦ 上原 慎勢 栗部 秀道 童銅 啓純 ⽷⼭ 公照
⽶本 智昭 ⽒家 栄宏 井川 裕覚 巖后 顯範 打本 弘祐 福間 伸思 南 千代 井上 孝彌
⽶本 智泉 及川 寿美⼦ 池内 ⿓太郎 ⼤下 ⼤圓 ⽜⽥ 匡 藤本 弘信 ⼭﨑 裕美(裕照) ⼊江 楽

⼤村 哲夫 井出 存祐 勝野 秀敏 河野 清麿 北條 真美恵 岩崎 哲秀
奥原 幹雄 岩下 仙海 釜⽥ 隆介 川端 勝 桝野 統胤 植⽊ 智祐
⼩⼭⽥ 和正 ⼤澤 尊光 桐⼭ 千⾥ 倉本 ⿓美 松本 宜隆 緒⽅ 宏明
⾦⽥ 諦晃 ⼤島 慎也 楠 直樹 椎名 やよひ 和⽥ 隆彦 織⽥ ⼼海
岸 實瑩 ⼤野 ⾼志 倉⽥ 恒雄 清⽔ 弘星 加藤 理⼈
斎藤 正美 岡安 学 坂野 ⼤徹 申 英⼦ 川窪 由美⼦
坂本 顕⼀ ⼩島 智真 佐々⽊ 昭⼀ 松壽 謙宜 ⾦ 聖孝
佐藤 恵⼦ 加瀬 丈舜 佐々⽊ 雅代 髙澤 沙弥⼦ 國友 朋⼦
渋⾕ 真之 川島 啓介 佐藤 琢⿇ 髙橋 駿⼀(⼀天) 久連松 隆導
⾼橋 悦堂 ⽊村 天眞 ⽵中 了祥 ⾼橋 了 ⼩牟⽥ 昌彦
⾕⼭ 洋三 ⽊村 雅恵 ⽥中 ⾄道 中⻄ 正導 榊 了慈
新⽥ 忍澄 清永 惠⼦ ⼟屋 千裕 中平 了悟 庄野 ⼤真
古林 俊晃 草野 妙敬 中島 朱美 中村 由佳⼦ ⽴野 泰博
松⾕ 寛元 駒 秀夫 ⻑島 美稚⼦ 南部 松⾒ ⽟春 なおみ
松⼭ 宏成 酒井 菜法 隠 ⼀哉 ⻄岡 秀爾 德尾 真⿓
三浦 賢翁 櫻林 佑樹 ⻃村 沙羅 野々⽬ ⽉泉 成⽥ 慶信
宮島 幸代 佐々⽊ 瑞惠(釋 瑞恵) 野々村 弘智 柱本 惇 原 信太郎
妻⿃ 紘明 佐藤 了眞 服部 あずさ 花岡 尚樹 原⽥ 照久
吉⽥ 彦英 島津 和嘉⼦ 不破 英明 原 遵由 樋⼝ 泰巧
吉⽥ 俊英 菅原 耀 松本 峰哲 松永 徳成 氷室 崇元
吉⽥ 裕喜 鈴⽊ 智雄 武藤 隆広 三品 亮徹 福⼭ 尚史
吉⽥ 裕昭 関 孝英 村⿃ 正浩 三⾕ 靖(靖法) 藤懿 希

千⽥ 明寛 森⽥ 恭⼀郎 源 智道 三原 賢乗
塩⼊ 亮昇 鷲尾 千賀⼦ 村尾 雄志 宮村 妙洋
⾼橋 ⼀晃 渡邉 澂洋 森崎 雅好 ⼭⼝ 達也(達空)
武 良順 森⽥ 敬史 ⼭隈 由貴⼦
橘 勇⼈ 森本 勇 ⼭下 亮恂
⽥中 杏珠 柳本 晃教 吉尾 天声
⽥中 靖隆 ⼭本 清英 渡邉 正裕
⾕ 信介 ⼭本 純照
⼾⽥ 由美 ⼭本 成樹
永峯 治寿 吉⽥ 敬⼀
中村 博武 𠮷本 清信
中村 吉基 渡辺 昧⽐
南雲 のどか 渡辺 有
⻄郊 良俊
丹⽻ 隆浩
萩原 久美⼦
平間 俊宏
福⽥ 常男
古川 ⿓嚴
堀⼝ 哲哉
松島 ⿓戒
南⼭ 良俊
三善 恭⼦(康⾐)
⼭下 雅⽂
⼭下 善輝(證善) 以上203名
横⽥ 恵覚 2021年3⽉7⽇


