
潜在意識リーディング協会 会員一覧

氏名 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ MRA,HADO“R”,HADO-Gの区分 HP,ブログアドレス
1 青野　匡彦 ｱｵﾉ　ﾀﾀﾞﾋｺ 宮城県
2 圷　真一 ｱｸﾂｼﾝｲﾁ 茨城県
3 飛鳥井　ふじ ｱｽｶｲ　ﾌｼﾞ 新潟県 HADO“R”・HADO-G
4 阿邉山　誉雄 ｱﾍﾞﾔﾏ　ﾀｶｵ 京都府
5 飯島　啓史 ｲｲｼﾞﾏﾋﾛｼ 東京都

6 石川　誠力 ｲｼｶﾜ　ﾄﾓﾁｶ 愛知県 HADO“R”・HADO-G
http://www.anjo-seitai.com/  
http://plaza.rakuten.co.jp/cocomari/

7 石田　明代 ｲｼﾀﾞ　ｱｷﾖ 愛知県 ＫＴＳ
8 石原　芳高 ｲｼﾊﾗ　ﾖｼﾀｶ 新潟県
9 板垣　宏征 ｲﾀｶﾞｷ　ﾋﾛﾕｷ 兵庫県 HADO“R”・HADO-G http://www.mag2.com/m/0000221311.html
10 井田　定男 ｲﾀﾞｻﾀﾞｵ 和歌山県
11 伊藤　一美 ｲﾄｳｶｽﾞﾐ 静岡県
12 井並　勝範 ｲﾅﾐ　ｶﾂﾉﾘ 富山県
13 井上　国弘 ｲﾉｳｴ　ｸﾆﾋﾛ 山梨県 HADO“R”・HADO-G
14 今田　学 ｲﾏﾀﾞ　ﾏﾅﾌﾞ 広島県
15 今村　美幸 ｲﾏﾑﾗﾐﾕｷ 兵庫県
16 入口　初美 ｲﾘｸﾞﾁﾊﾂﾐ 沖縄県
17 岩崎　糸子 ｲﾜｻｷ　ｲﾄｺ 千葉県
18 岩田　美香（伊知郎） ｲﾜﾀ　ﾐｶ 千葉県 ＫＴＳ
19 岩本　てるみ ｲﾜﾓﾄ　ﾃﾙﾐ 神奈川県
20 上田　浩司 ｳｴﾀﾞｺｳｼﾞ 宮崎県
21 植田　千津子 ｳｴﾀﾁﾂﾞｺ 高知県
22 内山　香代 ｳﾁﾔﾏ　ｶﾖ 静岡県
23 江川　木美 ｴｶﾞﾜ　ｺﾉﾐ 静岡県
24 大川　寿美 ｵｵｶﾜ　ﾋｻﾐ 静岡県 ＫＴＳ
25 大木　義昭 ｵｵｷﾖｼｱｷ 千葉県
26 大熊　貴美子 ｵｵｸﾏ　ｷﾐｺ 香川県
27 太田　勝雄 ｵｵﾀ　ｶﾂｵ 三重県 HADO“R”・HADO-G www.salon-qualia.jp/
28 大津　優子 ｵｵﾂ　ﾕｳｺ 茨城県 ＭＭＸ，ＫＴＳ
29 大坪　富二　よし子 ｵｵﾂﾎﾞ　ﾄﾐｼﾞ　ﾖｼｺ 埼玉県
30 大場　ふさ子 ｵｵﾊﾞﾌｻｺ 愛知県
31 大橋　剛 ｵｵﾊｼ　ﾂﾖｼ 東京都 ＫＴＳ
32 大橋　正二 ｵｵﾊｼ　ﾏｻｼﾞ 神奈川県 ＫＴＳ
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33 大平　仁 ｵｵﾀﾞｲﾗ　ﾋﾄｼ 宮城県 HADO“R”
34 大矢根　峰子 ｵｵﾔﾈ　ﾐﾈｺ 東京都
35 岡田　教一郎 ｵｶﾀﾞ　ｷｮｳｲﾁﾛｳ 静岡県 HADO“R”・HADO-G
36 緒方　妙子 ｵｶﾞﾀﾀｴｺ 東京都
37 小川　洋二 ｵｶﾞﾜ　ﾖｳｼﾞ 静岡県
38 小倉　弘次 ｵｸﾞﾗ　ﾋﾛﾂｸﾞ 滋賀県 HADO“R”

39
カウデザイン           
（寺岡　丈織＆里紗） ﾃﾗｵｶ　ﾀｹｼ・ﾘｻ 兵庫県 HADO“R”・HADO-G

http://www.cau-d.jp　http://www.hadode.com   
http://hadoreading.livedoor.biz/

40 加賀谷　晶子 ｶｶﾞﾔ　ｼｮｳｺ 茨城県
41 嘉瀬　尚男 ｶｾ　ﾋｻｵ 千葉県 HADO“R”・HADO-G hado-plaza.com
42 加藤　敦子 ｶﾄｳ　ｱﾂｺ 埼玉県 ＫＴＳ
43 亀井　剛 ｶﾒｲ　ﾂﾖｼ 東京都
44 川久保　美千心 ｶﾜｸﾎﾞﾐﾁｺ 神奈川県
45 川西　典子 ｶﾜﾆｼ　ﾉﾘｺ 広島県
46 菊池　裕子 ｷｸﾁ　ﾋﾛｺ
47 日下　裕美子 ｸｻｶﾕﾐｺ 神奈川県
48 葛谷　佳子 ｸｽﾞﾔ　ﾖｼｺ 東京都 ＫＴＳ
49 久米　伸幸 ｸﾒ　ﾉﾌﾞﾕｷ 愛知県 ＫＴＳ
50 倉吉　君枝 ｸﾗﾖｼｷﾐｴ 長崎県
51 河野　浩子 ｺｳﾉﾋﾛｺ 兵庫県
52 古賀　洋子（大平　洋子）ｺｶﾞ　ﾖｳｺ 福岡県
53 國府田　弘美 ｺｸﾌﾀ　ﾋﾛﾐ 茨城県
54 甑澤　幸一 ｺｼｷｻﾞﾜ　ｺｳｲﾁ 新潟県
55 小島　恵美 ｺｼﾞﾏ　ｴﾐ 東京都
56 古城　雅子 ｺｼﾞｮｳ　ﾏｻｺ 福岡県 HADO“R”・HADO-G
57 小長井　春雄 ｺﾅｶﾞｲﾊﾙｵ 静岡県
58 小西　正見 ｺﾆｼ　ﾏｻﾐ 奈良県 HADO“R”・HADO-G
59 小林　重之 ｺﾊﾞﾔｼ　ｼｹﾞﾕｷ 新潟県
60 小林　昌美 ｺﾊﾞﾔｼ　ﾏｻﾐ 愛知県 ＫＴＳ
61 小山　まゆみ ｺﾔﾏﾏﾕﾐ 新潟県
62 今田　栄子 ｺﾝﾀ　ｴｲｺ 東京都
63 酒井国久 ｻｶｲｸﾆﾋｻ 愛媛県
64 酒井　直美 ｻｶｲ　ﾅｵﾐ 東京都
65 阪井　幸子 ｻｶｲ　ﾕｷｺ 東京都
66 佐塚　アイ子 ｻｽﾞｶ　ｱｲｺ 静岡県
67 佐藤　直也 ｻﾄｳ　ﾅｵﾔ 北海道
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68 里中　耕也 ｻﾄﾅｶ　ｺｳﾔ 福岡県 MRA
69 鹿内　孝平 ｼｶﾅｲ　ｺｳﾍｲ 青森県
70 柴田　卯美 ｼﾊﾞﾀ　ｼｹﾞﾐ 岐阜県
71 清水　勝行 ｼﾐｽﾞｶﾂﾕｷ 茨城県
72 鈴木　愛子 ｽｽﾞｷ　ｱｲｺ 静岡県
73 鈴木　浩 ｽｽﾞｷ　ﾋﾛｼ 愛知県
74 鈴木　正明 ｽｽﾞｷﾏｻｱｷ 愛知県
75 関　順子 ｾｷ　ｼﾞｭﾝｺ 静岡県
76 関　博和 ｾｷ　ﾋﾛｶｽﾞ 長野県 ＫＴＳ
77 高取　千賀子 ﾀｶﾄﾘ　ﾁｶｺ 神奈川県
78 高橋　順子 ﾀｶﾊｼ　ｼﾞｭﾝｺ 山形県
79 高山　多加子 ﾀｶﾔﾏ　タカコ 静岡県
80 竹内　三紀子 ﾀｹｳﾁ　ﾐｷｺ 広島県
81 伊達　千代 ﾀﾞﾃ　ﾁﾖ 京都府 HADO“R”・HADO-G
82 棚谷　彰 ﾀﾅﾀﾆ　ｱｷﾗ 広島県 HADO“R”・HADO-G
83 田邊　由利花 ﾀﾅﾍﾞﾕﾘｶ 広島県
84 玉寄　玲子 ﾀﾏﾖｾ　ﾚｲｺ 東京都
85 辻丸　幸司 ﾂｼﾞﾏﾙ　ｺｳｼﾞ
86 外川　明子 ﾄｶﾞﾜ　ｱｷｺ 東京都
87 徳本　浩一 ﾄｸﾓﾄ　ｺｳｲﾁ 山口県 ＫＴＳ
88 中川　史栄 ﾅｶｶﾞﾜ　ﾌﾐｴ 静岡県
89 中澤　耕一 ﾅｶｻﾞﾜ　ｺｳｲﾁ 愛知県 MRA http://www.hcc-aichi.com/
90 中島　景子 ﾅｶｼﾏ　ｹｲｺ 福岡県 HADO“R”・HADO-G
91 中西　俊幸 ﾅｶﾆｼ　ﾄｼﾕｷ 三重県 MRAミレニアム・HADO-“R”・G
92 中山　美枝子 ﾅｶﾔﾏ　ﾐｴｺ 大阪府
93 那須　美千子 ﾅｽﾐﾁｺ 長野県
94 名須川　綾子 ﾅｽｶﾞﾜ　ﾘｮｳｺ 東京都
95 西岡　知宣 ﾆｼｵｶﾄﾓﾉﾌﾞ 長野県
96 二宮　謙二 ﾆﾉﾐﾔ　ｹﾝｼﾞ 東京都
97 野坂　正美 ﾉｻｶ　ﾏｻﾐ 福井県
98 馬場　彰子 ﾊﾞﾊﾞ　ｱｷｺ 茨城県
99 平川　智恵 ﾋﾗｶﾜ　ﾁｴ
100 平山　由美 ﾋﾗﾔﾏ　ﾕﾐ 鳥取県 ＫＴＳ－ＰＲＯ
101 藤本　芳和 ﾌｼﾞﾓﾄ　ﾖｼｶｽﾞ 沖縄県 ＫＴＳ
102 久森　謙治 ﾋｻﾓﾘｹﾝｼﾞ 広島県
103 福井　修子 ﾌｸｲｼｭｳｺ 神奈川県
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104 堀内　香代子 ﾎﾘｳﾁ　ｶﾖｺ 静岡県 HADO“R”
105 前田　美貴 ﾏｴﾀﾞﾖｼﾀｶ 埼玉県
106 増田　まみい ﾏｽﾀﾞ　ﾏﾐｲ 東京都 ＫＴＳ
107 松井　広美 ﾏﾂｲ　ﾋﾛﾐ 長野県 ＫＴＳ
108 松葉　茂幸 ﾏﾂﾊﾞ　ｼｹﾞﾕｷ 岐阜県 HADO“R”・HADO-G

109 間宮　昌孝 ﾏﾐﾔ　ﾏｻﾀｶ 愛知県 HADO“R”・HADO-G http://www.geocities.jp/bjpchicoo/
110 三浦　知子 ﾐｳﾗ　ﾄﾓｺ 三重県 http://whataparadise.com/
111 水谷　由紀子 ﾐｽﾞﾀﾆ　ﾕｷｺ 広島県
112 水野　康彦 ﾐｽﾞﾉ　ﾔｽﾋｺ 愛知県
113 三田　真理子 ﾐﾀﾏﾘｺ 東京都
114 宮崎　純哉 ﾐﾔｻﾞｷｼﾞｭﾝﾔ 北海道
115 宮下　善男 ﾐﾔｼﾀﾖｼｵ 兵庫県
116 宮原　幾男 ﾐﾔﾊﾗ　ｲｸｵ 東京都 HADO“R”・HADO-G http://blogs.yahoo.co.jp/jbreeze_0/
117 宮本　幸子 ﾐﾔﾓﾄ　ｻﾁｺ 千葉県 ＫＴＳ
118 村上　博子　光昭 ﾑﾗｶﾐ　ﾋﾛｺ　ﾐﾂｱｷ 群馬県
119 村瀬　裕子 ﾑﾗｾ　ﾋﾛｺ ＵＳＡ
120 村松　佐江子 ﾑﾗﾏﾂ　ｻｴｺ 静岡県
121 望月　好美 ﾓﾁﾂﾞｷ　ﾖｼﾐ 静岡県
122 森　弘美 ﾓﾘﾋﾛﾐ 静岡県
123 森川　武 ﾓﾘｶﾜ　ﾀｹｼ 東京都
124 森田　恵美加 ﾓﾘﾀ　ｴﾐｶ 神奈川県
125 森屋　麗美 ﾓﾘﾔ　ﾚﾐ
126 山岡　和浩 ﾔﾏｵｶ　ｶｽﾞﾋﾛ 埼玉県
127 山崎　桂子 ﾔﾏｻﾞｷ　ｹｲｺ 千葉県 ＫＴＳ
128 山崎　秀之 ﾔﾏｻﾞｷ　ﾋﾃﾞﾕｷ 山形県
129 山﨑　正昭 ﾔﾏｻﾞｷ　ﾏｻｱｷ 兵庫県 HADO“R”・HADO-G
130 山本　成人 ﾔﾏﾓﾄ　ﾅﾙﾄ 岡山県 ＫＴＳ
131 吉田　志伸 ﾖｼﾀﾞｼﾉﾌﾞ 東京都
132 吉野内　聖一郎 ﾖｼﾉｳﾁ　ｾｲｲﾁﾛｳ 東京都 MRA http://www.ihmdolphin.com/
133 和田　伸一＆由里子 ﾜﾀﾞ　ｼﾝｲﾁ・ﾕﾘｺ 大阪府 HADO“R”・HADO-G
134 渡辺　和代 ﾜﾀﾅﾍﾞ　カズヨ 京都府 ＫＴＳ
135 渡邊　龍美 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾀﾂﾐ 愛知県 HADO“R” http://www7a.biglobe.ne.jp/~hadogenki/
136 渡辺　奈津 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾅﾂ 大阪府 kts
137 渡辺　美保 ﾜﾀﾅﾍﾞﾐﾎ 東京都
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