
1 北海道 油谷　裕子 1 岩手県 千葉　啓子

2 青森県 吉川　和子 2 福島県 廣井　勝

3 埼玉県 水野　文夫 3 埼玉県 永島　伸浩

4 神奈川県 濱谷　由美子 4 千葉県 柳澤　幸江

5 長野県 中村　美登里 5 東京都 関口　紀子

6 大阪府 井上　範之 6 東京都 森髙　初惠

7 兵庫県 山本　國夫 7 神奈川県 鈴木　洋一

8 奈良県 砂村　幸子 8 石川県 中村　喜代美

9 島根県 石倉　陽子 9 京都府 木戸　康博

10 岡山県 橋本　規子 10 京都府 中山　玲子

11 岡山県 森植　惠子 11 大阪府 小西　洋太郎

12 広島県 上村　芳枝 12 岡山県 松枝　秀二

13 広島県 國末　礼子 13 徳島県 髙橋　啓子

14 佐賀県 澤野　香代子 14 佐賀県 橋本　正和

15 長崎県 冨工　由貴

16 大分県 佐々木　史子

17 沖縄県 新城　澄枝

栄養改善功労者（17名） 栄養士養成功労者（14名）
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1 北海道 中村　郁子 21 福井県 坪田　経子 41 山口県 野﨑　あけみ

2 青森県 小山　重子 22 山梨県 渡邉　富雄 42 山口県 鳥越　洋子

3 岩手県 山桑　セツ子 23 長野県 浜岡　一美 43 徳島県 長尾　久美子

4 岩手県 遠藤　束子 24 岐阜県 奥山　みどり 44 香川県
●田　良惠
（ヨの下にタ）

5 宮城県 板宮　栄 25 岐阜県 荒川　直江 45 香川県 明石　美千代

6 秋田県 長谷川　由紀子 26 静岡県 金子　治美 46 愛媛県 濵田　千鶴

7 山形県 西村　恵美子 27 静岡県 森田　久美子 47 愛媛県 村上　久子

8 福島県 齋藤　マサエ 28 愛知県 市江美津昭 48 高知県 川久保　明美

9 福島県 大友　静枝 29 愛知県 木下　忠 49 長崎県 松下　美惠子

10 茨城県 猿田　秀子 30 三重県 荘司　良子 50 長崎県 松尾　由美子

11 群馬県 北村　知子 31 京都府 日野　千恵子 51 熊本県 猪原　淑子

12 埼玉県 宮本　せい子 32 京都府 大石　節子 52 熊本県 野村　千津子

13 埼玉県 小澤　悦子 33 大阪府 萩原　喜代美 53 大分県 平野　京子

14 千葉県 内海　百合子 34 大阪府 田村　智子 54 宮崎県 佐藤　加代子

15 神奈川県 市原　幸文 35 兵庫県 谷野　永和 55 沖縄県 比嘉　良子

16 新潟県 関　タカ子 36 兵庫県 猪奥　道子

17 富山県 新村　典子 37 奈良県 尾田　文代

18 富山県 新田　由美子 38 和歌山県 濵端　厚子

19 石川県 西川　圭子 39 鳥取県 阿部　暁子

20 石川県 大日方　澄江 40 島根県 大上　雅美

栄養指導業務功労者（55名）
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1 北海道 社会医療法人恵佑会札幌病院

2 岩手県 宮古泉幼稚園

3 岩手県 社団医療法人盛岡繋温泉病院

4 山形県 社会福祉法人白鷹会あらと保育園

5 埼玉県 社会福祉法人毛呂病院

6 東京都 野村證券株式会社

7 東京都 社会福祉法人かやの実社かやの実保育園

8 石川県 株式会社PFU本社食堂

9 福井県 公立丹南病院

10 兵庫県 医療法人それいゆ会こだま病院

11 兵庫県 特別養護老人ホーム妙見荘

12 山口県 医療法人協愛会阿知須共立病院

13 香川県 香川県立中央病院

14 愛媛県 医療法人仁友会南松山病院

15 愛媛県 社会医療法人真泉会今治第一病院

16 福岡県 公益財団法人小倉医療協会三萩野病院

17 福岡県 福岡大学筑紫病院
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特定給食施設（17施設）


