
都道府県等 氏　名 フリガナ 都道府県等 氏　名 フリガナ

北海道 　土屋　 久 ツチヤ　ヒロヒサ 三重県 川合　勉 　カワイ　ツトム

北海道 伊藤　榮三 イトウ　エイゾウ 三重県 中川　勝彦 ナカガワ　カツヒコ　

北海道 元道　勉 モトミチ　ツトム　 兵庫県 藤原　政司 フジワラ　マサシ

北海道  尾形　有司 オガタ　ユウジ 兵庫県 上川　順司 カミカワ　ジュンジ

青森県 野田　進 ノダ　ススム 兵庫県 𡈽井　清 ドイ　キヨシ

岩手県 和賀　総 ワガ　ソウ 兵庫県 上田　良作 ウエダ　リョウサク

岩手県 菊地　正志 キクチ　マサシ 奈良県 横井　泰彦 ヨコイ　ヤスヒコ

岩手県 川原　秀之 カワハラ　ヒデユキ 山口県 後山　勝広 ウシロヤマ　カツヒロ

岩手県 佐藤　功和 サトウ　コウワ 香川県 萩ノ﨑　敏幸 ハギノサキ　トシユキ

宮城県 佐藤　明巳 サトウ　アケミ 香川県 中川　泰志 ナカガワ　ヤスシ

福島県 御代田　信男 ミヨタ　ノブオ 鹿児島県 川崎　昌一 カワサキ　ショウイチ

茨城県 稲葉　克徳 イナバ　カツノリ 沖縄県 上地　清光 ウエチ　キヨミツ

群馬県 長澤　和正 ナガサワ　カズマサ 沖縄県 平良　清徳 タイラ　セイトク

埼玉県 菊池　理浩 キクチ　マサヒロ 中央 鵜野　恒行 ウノ　ツネユキ

千葉県 星　信勝 ホシ　ノブカツ 中央 岡村　哲雄 オカムラ　テツオ

東京都 早川　良夫 ハヤカワ　ヨシオ 中央 藤田　敏晴 フジタ　トシハル

東京都 大城　康雄 オオシロ　ヤスオ 中央 岩崎　伸夫 イワサキ　ノブオ

神奈川県 飯山　茂 イイヤマ　シゲル 中央 横川　讓二 ヨコカワ　ジョウジ

神奈川県 山田　芳央 ヤマダ　ヨシオ 中央 髙橋　徹 タカハシ　トオル

神奈川県 坪田　智央子 ツボタ　チエコ 中央 﨑　正美 サキ　マサミ

石川県 田島　広司 タジマ　ヒロシ 中央 坂田　成年 サカタ　ナリトシ

石川県 大丸谷　幸三 ダイマルヤ　コウゾウ 中央 大和　裕明 オオワ　ヒロアキ

山梨県 内田　博夫 ウチダ　ヒロオ 中央 澁川　文男 シブカワ　フミオ　

山梨県 阿部　咲子 アベ　サキコ 中央 立里　秀一 タテサト　ヒデカズ

長野県 本田　良治 ホンダ　リョウジ 中央 宮嶋　三郎 ミヤジマ　サブロウ

長野県 丸山　拓 マルヤマ　ヒロシ 中央 山本　経一 ヤマモト　ツネイチ

長野県 米山　正和 ヨネヤマ　マサカズ 中央 林　訓美 リン　クンビ

長野県 海川　重幸 ウミカワ　シゲユキ 中央 下村　和広 シモムラ　カズヒロ

岐阜県 山下　美代子 ヤマシタ　ミヨコ ※「中央」については、関係団体からの推薦である。

岐阜県 細江　昭一 ホソエ　ショウイチ

岐阜県 張山　利治 ハリヤマ　トシハル

岐阜県 小野島　史郎 オノジマ　シロウ

（１）調理師制度功労者（60名）

平成２５年度調理師関係功労者厚生労働大臣表彰　受賞者名簿



都道府県等 氏　名 フリガナ

北海道 能戸　秀康 ノト　ヒデヤス

茨城県 嶋　伸二 マジマ　シンジ

大阪府 西尾　智治 ニシオ　トモジ

中央 井上　翠 イノウエ　ミドリ

中央 関﨑　悦子 セキザキ　エツコ

中央 植木　砂織 ウエキ　サオリ

中央 比企　𣳾一郎 ヒキ　タイイチロウ

中央 奈良　憲光 ナラ　ケンコウ

中央 小川　征一郎 オガワ　セイイチロウ

中央 吉田　徹 ヨシダ　トオル

中央 結城　弥生 ユウキ　ヤヨイ

中央 神谷　幸子 カミヤ　サチコ

中央 鈴木　康之 スズキ　ヤスユキ

中央 水野　謙一 ミズノ　ケンイチ

中央 村林　新吾 ムラバヤシ　シンゴ

中央 玉城　裕子 タマキ　ユウコ

※「中央」については、関係団体からの推薦である。

（２）調理師養成功労者（16名）



都道府県等 氏　名 フリガナ 都道府県等 氏　名 フリガナ

北海道 曽野部　好信 ソノベ　ヨシノブ 富山県 渡辺　徹 ワタナベ　トオル

北海道 泉　勝 志 イズミ　カツシ 山梨県 高橋　正幸 タカハシ　マサユキ

北海道 松見　光晃 マツミ　ミツアキ 山梨県 辻　和夫 ツジ　カズオ

青森県 蝦名　進 エビナ　ススム 長野県 村田　宏和 ムラタ　ヒロカズ

岩手県 渡邊　克子 ワタナベ　カツコ 長野県 三浦　道明 ミウラ　ミチアキ

岩手県 高鷹　峰子 コウタカ　ミネコ 長野県 小林　公雄 コバヤシ　キミオ

岩手県 石原　利彦 イシハラ　トシヒコ 長野県 渋谷　明 シブヤ　アキラ

岩手県 森保　よし モリヤス　ヨシ 岐阜県 中田　美知德 ナカタ　ミチノリ

宮城県 平館　雪夫 ヒラダテ　ユキオ 岐阜県 北岡　忠 キタオカ　タダシ

秋田県 髙橋　憲人 タカハシ　ノリト 岐阜県 桒原　勝実 クワハラ　カツミ

山形県 押切　朝家 オシキリ　トモイエ 静岡県 山田　寛司 ヤマダ　カンジ

山形県 伊藤　寛二 イトウ　カンジ 静岡県 大城　豊晴 オオシロ　トヨハル

福島県 大竹　利一 オオタケ　トシカズ 愛知県 天野　一夫 アマノ　カズオ

茨城県 原口　力雄 ハラグチ　リキオ 愛知県 中澤　末広 ナカザワ　スエヒロ

茨城県 木村　秀夫 キムラ　ヒデオ 三重県 市川　喜代子 イチカワ　キヨコ

栃木県 加納　優 カノウ　マサル 三重県 平野　久雄 ヒラノ　ヒサヲ

群馬県 石井　三郎 イシイ　サブロウ 京都府 下西　誠 シモニシ　マコト

埼玉県 内田　秀信 ウチダ　ヒデノブ 京都府 伊藤　英彰 イトウ　ヒデアキ

埼玉県 横川　則雄 ヨコカワ　ノリオ 大阪府 古谷　文男 フルタニ　フミオ

千葉県 渡邊 三郎 ワタナベ　サブロウ 大阪府 有川　忠雄 アリカワ　タダオ

東京都 佐藤　茂男 サトウ　シゲオ　 兵庫県 段林　近司 ダンバヤシ　チカシ

東京都 小松　清次 コマツ　セイジ 兵庫県 山本　保 ヤマモト　タモツ

東京都 中村　勇一 ナカムラ　ユウイチ 奈良県 大浦　隆司 オオウラ　タカシ

東京都 飯塚　均 イイヅカ　ヒトシ 和歌山県 福田　義夫 フクダ　ヨシオ

東京都 平塚　浩一 ヒラツカ　コウイチ 和歌山県 北田　信幸 キタダ　ノブユキ

神奈川県 相澤　勲 アイザワ　イサオ 島根県 中谷　公一 ナカタニ　コウイチ

神奈川県 秋澤　昇 アキザワ　ノボル 広島県 藤原　修二 フジワラ　シュウジ

神奈川県 関根　公男 セキネ　キミオ 広島県 石中　義美 イシナカ　ヨシミ

神奈川県 相田　長年 アイダ　ナガトシ 山口県 村岡　京子 ムラオカ　キョウコ

（３）調理業務功労者（106名）



都道府県等 氏　名 フリガナ 都道府県等 氏　名 フリガナ

徳島県 熊谷　郁雄 クマガイ　イクオ 中央 和佐田　美久 ワサダ　ヨシヒサ

徳島県 松家　幸子 マツカ　サチコ 中央 尾崎　秀人 オザキ　ヒデト

香川県 三宅　洋治 ミヤケ　ヨウジ 中央 矢部喜美夫 ヤベ　キミオ

香川県 三枝　俊和 サエグサ　トシカズ 中央 髙橋　明 タカハシ　アキラ

愛媛県 﨑　順一 ヨシザキ　ジュンイチ 中央 森　豊 モリ　ユタカ

愛媛県 久保田　昌司 クボタ　ショウジ 中央 奥井　範夫 オクイ　ノリオ

高知県 田中　五十雄 タナカ　イソオ 中央 土谷　利美 ツチヤ　トシミ

高知県 永野　　壽 ナガノ　ヒサシ 中央 大坂　勝 オオサカ　マサル

高知県 山本　尚高 ヤマモト　ナオタカ 中央 吉岡　安則 ヨシオカ　ヤスノリ

高知県 日浦　義博 ヒウラ　ヨシヒロ 中央 大浦　和英 オオウラ　カズヒデ

福岡県 川上　弘文 カワカミ　ヒロフミ 中央 髙橋　玲子 タカハシ　レイコ

福岡県 大野　憲治 オオノ　ケンジ 中央 望月　學 モチヅキ　マナブ

福岡県 谷　久雄 タニ　ヒサオ 中央 鈴木　學 スズキ　マナブ

福岡県 髙﨑　秀雄 タカサキ　ヒデオ 中央 角田　壽康 カクタ　トシヤス

佐賀県 坂本　芳典 サカモト　ヨシノリ 中央 田口　博司 タグチ　ヒロシ

熊本県 宮﨑　親志 ミヤザキ　チカシ 中央 居地　正一 イジ　マサカズ

熊本県 上野　賢三 ウエノ　ケンゾウ 中央 伊藤　晴信 イトウ　ハルノブ

大分県 後藤　信次 ゴトウ　シンジ 中央 高橋　民雄 タカハシ　タミオ

鹿児島県 西元　広行 ニシモト　ヒロユキ 中央 長田　進 ナガタ　ススム

鹿児島県 池畑　忠広 イケハタ　タダヒロ 中央 西尾　正 ニシオ　タダシ

中央 早川　孝三 ハヤカワ　コウゾウ

中央 宗形　松吉 ムナカタ　マツキチ

中央 天河　昌実 アマカワ　マサミ

中央 木間　均 コノマ　ヒトシ

中央 日高　和則 ヒダカ　カズノリ

中央 植木　大八 ウエキ　ダイハチ

中央 牧之瀬　稔 マキノセ　ミノル

中央 金納　三利 キンノウ　ミトシ

※「中央」については、関係団体からの推薦である。


