
住宅ローンアドバイザー認定者（わ行）

和泉　恵祐　3001958　愛媛県 和泉　勉　3016570　秋田県 和泉　雅子　3022500　北海道

和賀　理絋　3018489　秋田県 若井　将彦　3022652　新潟県 若井　優亮　3014442　岐阜県

若生　哉恵　3024512　京都府 若狭　惣一郎　3020840　福岡県 若狭　良平　3018492　秋田県

若崎　竜也　3034189　千葉県 若澤　直也　3028434　静岡県 若杉　亮太　3024426　新潟県

若槻　茂雄　3010200　新潟県 我妻　愛理　3029338　山形県 我妻　和樹　3016618　神奈川県

我妻　起一　3020878　福島県 我妻　史織　3020012　北海道 若林　恭子　3032992　富山県

若林　捷　3027870　福島県 若林　精二　3008246　滋賀県 若林　毅史　3022298　三重県

若林　俊希　3015735　愛知県 若林　雅也　3005039　埼玉県 若林　通文　3011282　長野県

若林　友規　3002627　静岡県 若松　真哉　3011940　宮崎県 若松　隆史　3018947　愛知県

若松　孝典　3011065　徳島県 若松　友美　3019701　静岡県 若松　尚子　3011010　大阪府

若松　宣男　3028026　大阪府 若松　亮　3017887　神奈川県 若松　亮佑　3017116　奈良県

若松　諒亮　3034351　千葉県 若宮　恒治　3010830　愛知県 若山　英里香　3030006　大阪府

若山　恭大　3020869　滋賀県 若山　敬輔　3021703　新潟県 若山　純　3000026　兵庫県

若山　陽香　3027635　香川県 若山　由美子　3011130　愛媛県 若山　竜介　3025348　岡山県

若山　龍太　3029662　北海道 和氣　かおり　3001346　東京都 脇　達矢　3020568　香川県

脇　幹子　3022488　鹿児島県 脇　友香美　3020345　千葉県 脇神　早耶　3015326　愛知県

脇坂　隼人　3009958　東京都 脇坂　ほのか　3022680　埼玉県 脇坂　雅之　3023147　島根県

脇坂　康宏　3027128　千葉県 脇田　清　3015830　福岡県 脇田　紘大　3026397　岡山県

脇田　弘樹　3017888　神奈川県 脇田　泰嗣　3034109　愛知県 脇田　昌彦　3017956　三重県

脇田　真澄　3028677　福岡県 脇田　学　3003752　愛知県 脇谷　仁　3022239　京都府

脇本　武文　3025244　静岡県 脇本　麻衣　3019356　兵庫県 脇本　康弘　3008843　愛知県

脇本　由香　3030177　岐阜県 脇谷　和正　3025484　香川県 脇山　徹　3024455　福岡県

和久井　佳子　3032838　栃木県 涌井　吉弥　3008498　北海道 湧川　麻子　3011854　東京都

湧川　朝貴　3007993　沖縄県 和久田　幹夫　3008364　静岡県 涌田　美佐　3023612　大阪府

和久田　雄太　3026111　静岡県 和家　正典　3007790　愛媛県 分野　利秋　3024667　福井県

若生　悠　3018013　福島県 鷲尾　久美子　3029297　兵庫県 鷲尾　達也　3004970　東京都

鷲尾　達也　3022656　新潟県 鷲澤　真路　3030701　新潟県 鷲巣　隆之　3013665　静岡県

鷲津　弘展　3024209　岐阜県 鷲巣　源紀　3011808　静岡県 鷲野　吉孝　3001917　愛媛県

和嶋　悟史　3033153　山形県 早稲田　将洋　3013929　愛知県 早稲田　康博　3018599　長崎県

和田　愛子　3021964　新潟県 和田　晃知　3026985　高知県 和田　昭彦　3011608　埼玉県

和田　昭仁　3021288　千葉県 和田　章　3023773　愛知県 和田　亜也　3033733　大分県

和田　彩華　3024010　北海道 和田　江利香　3028894　大阪府 和田　香織　3021901　北海道

和田　鏡平　3011379　東京都 和田　健一　3001971　愛媛県 和田　建一朗　3022415　宮崎県

和田　健人　3030573　福島県 和田　耕作　3001976　愛媛県 和田　航哉　3030496　青森県

和田　静穂　3030134　東京都 和田　潤一　3022211　埼玉県 和田　隼樹　3011400　愛知県

和田　省吾　3012454　福岡県 和田　慎也　3024663　千葉県 和田　盛　3019825　徳島県

和田　誠一　3018548　千葉県 和田　隆夫　3021118　大阪府 和田　貴　3018579　福井県

和田　賢史　3027005　兵庫県 和田　卓巳　3012773　静岡県 和田　卓也　3025711　大分県

和田　卓也　3032051　千葉県 和田　統一朗　3023305　高知県 和田　敏敬　3004437　大阪府

和田　敏宏　3031213　東京都 和田　直樹　3002675　静岡県 和田　尚史　3011392　愛知県

和田　直之　3013310　奈良県 和田　秀一　3001546　大阪府 和田　英俊　3027202　新潟県

和田　浩明　3000264　愛媛県 和田　浩孝　3001882　愛媛県 和田　雅子　3012041　山口県

和田　真人　3033839　兵庫県 和田　正彦　3023435　福岡県 和田　雅也　3018702　広島県

和田　真太朗　3033960　宮崎県 和田　瑞生　3025149　北海道 和田　祐樹　3018443　愛媛県

和田　裕治　3023508　山形県 綿　祐次郎　3002499　宮城県 和田　祐磨　3029378　新潟県

和田　悠佳　3020146　千葉県 和田　有希子　3007800　愛媛県 和田　豊　3022630　新潟県

和田　由利子　3025441　埼玉県 和田　由隆　3030162　岐阜県 和田　亮介　3034340　千葉県

綿木　崇文　3023043　千葉県 綿木　千尋　3000260　愛媛県 綿重　美知子　3011167　山口県

渡瀬　暁　3027692　群馬県 渡瀬　大二朗　3018352　静岡県 渡瀬　裕俊　3021366　静岡県

渡辺　昭生　3004977　大阪府 渡辺　明彦　3005788　大阪府 渡辺　晃弘　3021619　山形県
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渡邉　尭史　3026879　岩手県 渡辺　晃　3007657　愛知県 渡辺　明美　3022068　埼玉県

渡辺　旭　3018705　静岡県 渡部　厚志　3002020　愛媛県 渡辺　敦　3003702　神奈川県

渡邊　敦　3016296　千葉県 渡邊　綾　3021758　新潟県 渡邉　綾子　3014059　新潟県

渡邊　郁子　3027218　新潟県 渡辺　育美　3031377　福島県 渡邉　いずみ　3002698　群馬県

渡辺　泉　3030274　大阪府 渡辺　一朗　3014062　新潟県 渡邉　一聖　3027631　大阪府

渡邉　恵美　3019787　宮城県 渡辺　香織　3014362　福島県 渡辺　薫里　3018126　新潟県

渡辺　薫　3030505　北海道 渡辺　馨　3029788　千葉県 渡辺　和子　3007601　埼玉県

渡邉　和子　3029661　埼玉県 渡邊　和司　3013168　兵庫県 渡邊　一成　3029550　愛知県

渡邉　一成　3025577　千葉県 渡辺　和寿　3019024　静岡県 渡部　和仁　3023388　愛媛県

渡辺　和馬　3007569　新潟県 渡部　克実　3019437　島根県 渡辺　克也　3015076　静岡県

渡部　佳奈　3019482　埼玉県 渡邉　加奈　3031786　大分県 渡邊　香菜子　3024412　新潟県

渡邉　可奈子　3029397　福岡県 渡邉　香奈美　3020703　静岡県 渡辺　佳代　3029742　大阪府

渡部　佳代　3030293　東京都 渡邉　紀美子　3032338　大阪府 渡部　恭子　3033858　愛媛県

渡邉　貴吉　3023044　大阪府 渡邉　慶　3022806　静岡県 渡部　圭　3032928　愛媛県

渡辺　圭一　3018129　新潟県 渡辺　圭一　3019260　愛媛県 渡邉　啓一朗　3030328　千葉県

渡邉　恵子　3033577　東京都 渡邉　圭司　3011805　静岡県 渡邊　啓介　3011283　東京都

渡辺　桂典　3025897　愛知県 渡辺　圭太　3004225　神奈川県 渡邊　敬太　3022029　静岡県

渡辺　啓太　3025919　新潟県 渡邊　弦　3029337　宮城県 渡邉　謙一　3024086　福岡県

渡邊　健一郎　3034141　埼玉県 渡辺　憲司　3016953　神奈川県 渡邊　健太　3017753　愛知県

渡辺　健太　3033682　福島県 渡邉　謙太郎　3014457　岐阜県 渡邉　賢人　3025009　岐阜県

渡辺　建也　3018916　東京都 渡邉　剛　3015617　静岡県 渡辺　浩二　3009372　兵庫県

渡部　浩司　3024210　宮城県 渡部　宏祐　3026724　埼玉県 渡辺　耕助　3027435　熊本県

渡邉　康太郎　3017894　神奈川県 渡辺　幸太郎　3023309　高知県 渡辺　康平　3003555　東京都

渡邉　沙織　3026522　静岡県 渡辺　佐知子　3024237　東京都 渡辺　聡子　3025712　大分県

渡部　智子　3028378　山形県 渡邊　聡　3028134　徳島県 渡辺　覚　3009082　静岡県

渡邊　沙由利　3021517　福島県 渡部　さゆり　3028376　山形県 渡邊　茂樹　3002685　茨城県

渡辺　成人　3013672　静岡県 渡辺　志乃　3001045　北海道 渡辺　忍　3014126　群馬県

渡邉　修一　3015616　静岡県 渡邉　竣　3025019　愛知県 渡邉　瞬　3034357　東京都

渡邊　峻　3029919　埼玉県 渡邊　駿一　3010963　北海道 渡辺　純一　3019151　福島県

渡辺　俊輔　3007469　千葉県 渡部　純也　3027686　神奈川県 渡邉　尚　3030418　静岡県

渡辺　昇治　3012882　栃木県 渡邊　城司　3028256　熊本県 渡邉　将太朗　3033298　福岡県

渡辺　親　3011501　東京都 渡部　愼一　3004831　埼玉県 渡辺　真治　3031925　大分県

渡辺　真也　3024417　新潟県 渡邉　真也　3033127　愛知県 渡邊　進　3001161　埼玉県

渡部　大　3028760　北海道 渡邊　大介　3012429　福岡県 渡邉　大輔　3015995　新潟県

渡邉　大祐　3028467　愛媛県 渡辺　平　3018512　秋田県 渡邉　妙子　3015856　秋田県

渡部　卓　3000246　愛媛県 渡邊　孝　3002481　埼玉県 渡辺　貴史　3003890　東京都

渡辺　貴徳　3031165　東京都 渡辺　貴久　3000869　静岡県 渡辺　孝仁　3009960　山梨県

渡辺　高広　3015971　新潟県 渡辺　貴弘　3017770　愛知県 渡辺　貴大　3022111　岐阜県

渡邊　隆広　3032410　埼玉県 渡邉　高幸　3025999　静岡県 渡部　託味　3002094　愛媛県

渡邊　拓美　3011800　神奈川県 渡邊　匠　3016786　新潟県 渡邉　巧　3029923　静岡県

渡邊　武陽　3034331　神奈川県 渡辺　忠嗣　3004127　愛知県 渡邊　達也　3007709　愛知県

渡部　珠希　3028869　秋田県 渡邊　太郎　3030318　秋田県 渡邊　千絵　3029117　千葉県

渡邊　千智　3012122　福井県 渡邉　千里　3033687　福島県 渡辺　千寿　3022209　東京都

渡邊　勉　3029060　福岡県 渡邊　翼　3022653　新潟県 渡邉　剛　3025173　徳島県

渡邊　徹真　3027151　山形県 渡辺　鉄也　3003271　福岡県 渡邊　哲也　3018900　神奈川県

渡邊　哲也　3031342　東京都 渡辺　晃正　3009196　静岡県 渡辺　統士　3029444　香川県

渡部　俊樹　3020551　香川県 渡部　俊彦　3018238　神奈川県 渡辺　利久　3018831　静岡県

渡部　俊洋　3019489　東京都 渡邊　敏也　3011860　新潟県 渡辺　俊幸　3013546　静岡県

渡部　俊行　3015774　兵庫県 渡辺　俊行　3022290　神奈川県 渡邉　智子　3021600　山形県

渡邉　智彦　3003631　神奈川県 渡邊　知寛　3018523　福島県 渡辺　智幸　3025633　埼玉県
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渡邉　菜緒　3033710　新潟県 渡辺　直樹　3010249　宮城県 渡部　尚希　3015155　東京都

渡邊　直貴　3030738　愛知県 渡邊　直之　3016340　岐阜県 渡辺　長徳　3022466　宮崎県

渡辺　夏子　3014067　新潟県 渡部　夏海　3026832　島根県 渡辺　則明　3002952　宮城県

渡辺　典彦　3003754　千葉県 渡邉　則義　3026854　大分県 渡邊　陽央　3019714　静岡県

渡部　日香理　3015681　福島県 渡部　久幸　3021794　兵庫県 渡辺　妃沙世　3023462　栃木県

渡辺　英明　3010921　岐阜県 渡邉　秀明　3025296　山形県 渡辺　秀一　3002615　静岡県

渡邉　秀勝　3024005　東京都 渡辺　秀樹　3013555　静岡県 渡辺　英毅　3020416　静岡県

渡邉　秀隆　3025727　大分県 渡邉　仁　3002628　静岡県 渡邉　宏生　3010943　岐阜県

渡部　博基　3001885　愛媛県 渡辺　裕樹　3021811　福島県 渡辺　弘樹　3026804　新潟県

渡邉　大樹　3027366　福岡県 渡部　熙生　3030845　鳥取県 渡部　浩司　3020637　愛媛県

渡辺　宏　3022826　福島県 渡邉　宏孝　3033270　静岡県 渡辺　博史　3014628　山形県

渡部　拡　3033694　島根県 渡辺　博之　3015733　岐阜県 渡部　寛之　3017054　愛媛県

渡辺　寛之　3017330　東京都 渡辺　浩之　3021639　高知県 渡辺　博之　3031126　新潟県

渡邊　浩由　3002629　静岡県 渡辺　富士子　3018117　北海道 渡邉　文夫　3019702　静岡県

渡邉　文人　3016557　秋田県 渡部　麻紀　3001856　愛媛県 渡邊　麻紀　3028446　静岡県

渡辺　真希　3030898　東京都 渡邉　誠　3033746　群馬県 渡邉　多一　3026304　群馬県

渡部　正和　3028472　広島県 渡邉　真早　3014036　新潟県 渡邊　将貴　3014470　岐阜県

渡邊　雅子　3010982　福井県 渡邉　雅人　3011670　東京都 渡邉　正典　3010504　栃木県

渡邊　昌範　3029984　千葉県 渡邊　昌寛　3016829　新潟県 渡邉　勝大　3027424　長崎県

渡辺　昌幸　3014022　新潟県 渡邉　正幸　3020391　大分県 渡邉　将純　3028450　愛媛県

渡部　学　3018867　北海道 渡邉　愛美　3026402　千葉県 渡邉　愛美　3030622　新潟県

渡邊　真美　3010918　岐阜県 渡邊　真未　3014060　新潟県 渡邉　守　3033957　鹿児島県

渡辺　真由美　3033650　岐阜県 渡部　真梨　3031818　愛媛県 渡邊　麻理子　3021328　愛知県

渡辺　真利子　3028748　埼玉県 渡辺　美千子　3025430　茨城県 渡邉　美千代　3026613　埼玉県

渡部　光隆　3014283　愛媛県 渡部　未奈子　3012270　北海道 渡辺　稔　3000352　愛媛県

渡辺　稔　3021708　新潟県 渡邉　美和　3034097　福島県 渡辺　睦巳　3020062　静岡県

渡邊　宗和　3016652　愛知県 渡邊　元希　3019325　秋田県 渡部　元久　3002115　大阪府

渡辺　泰雄　3010640　福岡県 渡辺　康男　3031282　東京都 渡邊　泰　3012128　新潟県

渡辺　康隆　3002676　静岡県 渡辺　康人　3018012　福島県 渡辺　康宏　3019163　新潟県

渡邉　泰裕　3026514　静岡県 渡辺　康之　3010741　東京都 渡邉　裕己　3025316　鳥取県

渡辺　雄貴　3032752　兵庫県 渡辺　木綿子　3013807　新潟県 渡邉　優子　3029123　東京都

渡辺　祐子　3030101　岐阜県 渡邉　佑恭　3024051　大分県 渡邊　優介　3028251　神奈川県

渡邉　裕介　3029399　福岡県 渡邉　優太　3025179　徳島県 渡邊　雄大　3028551　福岡県

渡邉　雄人　3016817　新潟県 渡辺　裕也　3031010　新潟県 渡邉　由加里　3032697　静岡県

渡邊　祐紀絵　3020724　愛知県 渡邉　優理恵　3026977　埼玉県 渡邊　由梨子　3019133　新潟県

渡邉　洋一　3000563　福岡県 渡邉　陽子　3022067　埼玉県 渡邊　陽介　3009884　三重県

渡辺　良洋　3001391　東京都 渡邉　良昭　3010652　山形県 渡辺　善明　3026049　福岡県

渡邉　芳恵　3029038　東京都 渡邉　佳子　3024596　滋賀県 渡邊　嘉輝　3002285　愛知県

渡邉　義人　3002080　東京都 渡辺　嘉之助　3028231　静岡県 渡邉　好裕　3034140　愛知県

渡部　賀介　3031142　愛媛県 渡辺　理恵　3029470　東京都 渡邉　隆一　3000856　静岡県

渡辺　竜　3029241　群馬県 渡邉　亮葵　3025236　静岡県 渡邉　涼太　3016370　岐阜県

渡辺　るり香　3026415　愛知県 綿引　剛史　3034347　千葉県 渡部　熱志　3019881　福島県

渡部　公介　3021757　新潟県 渡部　純子　3023620　神奈川県 綿部　淳子　3025394　福岡県

渡部　壮大　3034358　東京都 渡部　孝裕　3024430　新潟県 綿部　琢馬　3018529　福岡県

渡部　猛　3029113　東京都 渡部　秀人　3005568　千葉県 渡部　太　3001427　北海道

渡部　真人　3030426　愛知県 渡部　吉仁　3004090　静岡県 渡部　理恵子　3016266　埼玉県

綿本　勝　3019545　山口県 和田森　智仁　3019997　岡山県 綿谷　康輔　3018112　北海道

渡　裕章　3018052　福岡県 亘　裕司　3021988　大分県 和知　彩香　3032593　福島県

藁科　秀人　3032032　静岡県 藁科　武夫　3000926　静岡県 藁科　裕之　3018390　静岡県

藁科　雅紀　3012903　静岡県 藁科　泰弘　3008367　静岡県 藁科　祐介　3010819　静岡県
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住宅ローンアドバイザー認定者（わ行）

蕨岡　一　3007119　兵庫県 　　 　　
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