
 

都道府県
・ 市名

氏　　　　　名 住　　　　　　所 保 育 所 名

1 北海道 吉田　慶子 釧路市 おたのしけ保育園

2 北海道 伊勢　菜美子 余市郡余市町 よいち保育園　

3 青森県 外川　きさ 弘前市 みどり保育園

4 青森県 佐々木　イス子 十和田市 みきの保育園

5 岩手県 熊谷　敏子 奥州市 もみじ保育園

6 岩手県 柏谷　千代子 下閉伊郡山田町 日台きずな保育園

7 秋田県 村形　紀子 北秋田市 二ツ井子ども園

8 秋田県 佐藤　洋子 横手市 吉田保育所

9 秋田県 佐藤　敬子 仙北郡美郷町 金沢保育園

10 山形県 鈴木　陽子 酒田市 八幡保育園

11 山形県 今井　一子 酒田市 新堀保育園

12 福島県 田多羅　増子 大沼郡会津美里町 さくら保育所

13 福島県 羽田　玲子 福島市 こじか保育園

14 福島県 取　惠津子 会津若松市 ひまわり保育所

15 栃木県 佐藤　一子 さくら市 片岡保育所

16 栃木県 須藤　悦子 足利市 わかば保育園

17 栃木県 大川　眞 足利市 小俣幼児生活団

18 群馬県 髙橋　弘子 富岡市 かしの木保育園

19 群馬県 纐纈　ふさ子 富岡市 一の宮保育園

20 群馬県 星野　むつ美 渋川市 ひばり保育園
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21 群馬県 関口　いせ子 藤岡市 明星保育園

22 埼玉県 櫻沢　カツエ 児玉郡美里町 みざくら保育園

23 埼玉県 大橋　玲子 深谷市 樫の実保育園

24 埼玉県 髙田　澄枝 熊谷市 ことぶき乳児保育園

25 埼玉県 松﨑　貴枝 東松山市 いちのかわ保育園

26 埼玉県 石川　節代 東松山市 まつやま保育園

27 埼玉県 高橋　明美 東松山市 たかさか保育園

28 埼玉県 能見　慶子 東松山市 わかまつ保育園

29 千葉県 桑原　京子 市川市 宮久保保育園

30 千葉県 青木　香 茂原市 高師保育園

31 千葉県 石井　義柄 香取郡東庄町 笹川中央保育園

32 千葉県 石持　正子 富津市 富津保育園

33 千葉県 西川　直文 市原市 はくちょう保育園

34 千葉県 鈴木　俊子 成田市 三里塚第一保育園

35 東京都 風間　弘子 世田谷区 早苗保育園

36 東京都 星野　勤 世田谷区 烏山杉の子保育園

37 東京都 河田　惠量 世田谷区 河田保育園

38 神奈川県 本多　多惠子 海老名市 さがみ愛子園

39 神奈川県 佐藤　喜代子 小田原市 みゆき愛児園

40 神奈川県 生野　多惠子 三浦市 上宮田小羊保育園
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41 石川県 南　由美子 輪島市 河井保育所

42 石川県 原﨑　ひとみ 金沢市 つばき保育園

43 石川県 太田　一美 小松市 南陽幼保園

44 石川県 前　幸江 能美郡川北町 大成保育園

45 福井県 阿部　かずゑ 勝山市 北郷わしのこ保育園

46 福井県 五嶋　みどり 福井市 あすなろ保育園

47 福井県 河村　佐都美 福井市 吉江保育園

48 福井県 村上　千惠子 勝山市 野向保育園

49 岐阜県 吉田　寿子 羽島市 正木なんぶ保育園

50 岐阜県 林　欣児 美濃加茂市 加茂学園（保育所）

51 岐阜県 藤井　清美 加茂郡白川町 白川北保育園

52 愛知県 佐藤　勝洋 一宮市 明泰保育園

53 愛知県 成田　ゆき江 日進市 日東保育園

54 愛知県 堀田　直紀 愛西市 勝幡保育園

55 愛知県 岡田　正明 犬山市 白帝保育園

56 愛知県 林　 子 春日井市 西部保育園

57 愛知県 早川　百合子 東海市 東山保育園

58 愛知県 山本　志律子 豊川市 御油第二保育園

59 愛知県 本郷　朱実 四日市市 十四山保育所

60 愛知県 榊原　直美 半田市 西保育園
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61 愛知県 内藤　美津代 豊川市 三上保育園

62 愛知県 大野　久美子 名古屋市天白区 名和保育園

63 三重県 田中　美雪 津市 藤水保育園

64 三重県 丹羽　照美 桑名市 坂部保育園

65 三重県 名古　孝子 志摩市 鵜方第二保育所

66 三重県 田矢　文子 伊賀市 三田保育園

67 滋賀県 堀江　ひとみ 守山市 ひなぎく保育園

68 滋賀県 竹中　礼子 米原市 柏原保育園

69 京都府 北川　三和子 舞鶴市 岡田保育園

70 京都府 山本　みどり 綾部市 綾東幼児園

71 京都府 小谷　幸子 宮津市 たんぽぽ保育園

72 京都府 大西　乙美 相楽郡和束町 いけたに保育所

73 大阪府 中谷　慰子 泉南市 貝塚中央保育園

74 大阪府 坂上　仁美 泉南郡熊取町 西信達保育園

75 大阪府 八木　秀和 泉大津市 条南保育所

76 大阪府 濵田　智 門真市 智鳥保育園

77 大阪府 北川　恭子 大阪市東住吉区 若竹保育園

78 大阪府 岩田　公子 枚方市 常称寺保育園

79 大阪府 近藤　陽子 高槻市 交野保育園

80 兵庫県 桑門　和子 たつの市 西楽保育園
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81 兵庫県 碓永　泰代 神戸市西区 大久保保育園

82 奈良県 米野　優子 名張市 第１保育所

83 奈良県 栗木　裕幸 大和高田市 よのもと保育園

84 奈良県 井藤　一憲 生駒市 学研まゆみ保育園

85 鳥取県 山田　美幸 倉吉市 保育所ババール園

86 島根県 竺川　紹隆 浜田市 今福保育園

87 岡山県 難波　世津子 加賀郡吉備中央町 総社中央保育所

88 岡山県 阪田　壽子 井原市 出部保育園

89 岡山県 堀内　惠子 津山市 大原保育園

90 広島県 澁谷　美千子 豊田郡大崎上島町 保育所ひかり園

91 広島県 佐野　庸子 安芸郡府中町 若竹保育園

92 山口県 安邉　武子 防府市 勝間保育園

93 山口県 弘中　哲子 防府市 右田保育園

94 山口県 原　美江子 山口市 花尾保育園　

95 山口県 宮原　松代 防府市 西佐波保育園

96 徳島県 木村　尚実 徳島市 城西保育所

97 徳島県 森本　祥恵 阿南市 県前保育所

98 徳島県 倉　佐代子 阿南市
平島こどもセンター
（認定こども園）

99 愛媛県 岩本　千秋 西予市宇和町 多田保育園

100 愛媛県 鹿島　孝代 宇和島市 石丸保育園
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101 愛媛県 川村　美子 西条市 橘保育園

102 福岡県 松村　 蓉 遠賀郡芦屋町 芦屋保育園

103 福岡県 弥永　敏枝 三井郡大刀洗町 本郷保育園

104 福岡県 野中　ルミ子 八女市 忠見保育園

105 福岡県 日野　多賀美 田川市 伊加利子鳩保育園

106 福岡県 加 　尚子 築上郡築上町 八津田保育園

107 佐賀県 長谷川　なおみ 伊万里市 波多津保育園

108 佐賀県 富永　美保子 伊万里市 中里保育園

109 長崎県 谷川　和啓 五島市 恵保育園

110 長崎県 松本　伸生 南島原市 長野保育園

111 長崎県 井上　カズ 諫早市 上諫早保育園

112 熊本県 宮川　久代 熊本市東区 第二保育所

113 熊本県 宮下　みきよ 天草市 本渡ひまわり保育園

114 熊本県 平元　 美 天草市 本渡はまゆう保育園

115 熊本県 益田　京子 天草市 めぐみ保育園

116 大分県 安倍　正子 宇佐市 豊川保育園

117 宮崎県 鶴田　貞久 都城市 並木保育園

118 宮崎県 下石　由己子 北諸県郡三股町 わかば保育園

119 宮崎県 興梠　恭子 西臼杵郡高千穂町 旭ヶ丘保育園

120 沖縄県 髙良　桂子 那覇市 玉の子夜間保育園
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121 沖縄県 仲原　りつ子 島尻郡南風原町 あおぞら保育園

122 仙台市 尾形　由美子 仙台市宮城野区 青葉保育園

123 千葉市 植草　知子 千葉市若葉区 幸第一保育所

124 千葉市 鈴木　裕子 千葉市稲毛区 さつきが丘第一保育所

125 千葉市 川村　三喜子 八街市 平山保育所

126 横浜市 関口　悦子 横浜市金沢区 上末吉白百合保育園

127 横浜市 田中　留美子 横浜市鶴見区 めばえ横浜保育園

128 横浜市 吉田　美年 横浜市磯子区 日枝幼児園

129 横浜市 石山　洋子 横浜市神奈川区 西谷保育園

130 横浜市 望月　シゲ子 横浜市神奈川区 あおぞら保育園

131 川崎市 稲川　真理子 川崎市高津区 井田保育園

132 新潟市 坂上　勝利 新潟市北区 あかね保育園

133 新潟市 福田　孝子 新潟市西区 松の実保育園

134 新潟市 安藤　壽文 新潟市中央区 湖桜保育園

135 京都市 狩野　孝旻 京都市右京区 若竹保育園

136 堺市 浅田　由起子 堺市堺区 文化保育園

137 堺市 武田　三惠 堺市堺区 大仙保育園

138 北九州市 岡本　エミ子 北九州市八幡東区 杉の実保育園

139 北九州市 村上　祐子 北九州市小倉南区 専城乳児保育園

140 北九州市 津　睦美 北九州市小倉北区 永犬丸保育所
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141 福岡市 江口　浩三郎 福岡市早良区 エミール保育園

142 福岡市 楠野　定信 福岡市西区 観音寺保育園

143 福岡市 清武　恵子 福岡市南区 井尻保育園

144 熊本市 鬼塚　静波 熊本市南区 熊本藤富保育園

145 熊本市 渡辺　暁美 宇城市 本荘保育園

146 熊本市 合志　由美子 熊本市南区 和光保育園

147 盛岡市 松尾　志保子 盛岡市 善友保育園

148 盛岡市 斗ケ澤　淳子 盛岡市 仙北保育園

149 秋田市 佐藤　圭子 秋田市 土崎保育所

150 宇都宮市 葉　久枝 宇都宮市 瑞穂野保育園

151 宇都宮市 篠 　千代子 宇都宮市 宇都宮保育園

152 宇都宮市 石川　恵子 日光市 つるた保育園

153 横須賀市 阿部　和子 横須賀市 日の出保育園

154 横須賀市 浜田　京子 横須賀市 佐野保育園

155 富山市 牧野　三枝子 富山市 じんぼ保育園

156 金沢市 落合　光子 金沢市 正美保育園

157 金沢市 南山　眞智子 金沢市 正美保育園

158 豊田市 福上　秀子 豊田市 丸山こども園

159 東大阪市 佐藤　明美 堺市堺区 高井田保育所

160 東大阪市 津呂　利江 大阪市鶴見区 島之内保育所
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161 東大阪市 田中　弘子 東大阪市 さくらい保育園

162 奈良市 大西　順子 奈良市 奈良市立高円保育園

163 高松市 松本　敬子 高松市 げんき保育園

164 高松市 木村　君代 高松市 勅使百華保育園

165 松山市 佐藤　陽子 松山市 潮見保育園

166 松山市 山田　眞美子 松山市 久米保育園

167 松山市 丸山　美保 松山市 朝美保育園

168 久留米市 末安　悦子 久留米市 城島保育園

169 久留米市 吉武　和子 久留米市 青木保育園

170 久留米市 井上　賀子 久留米市 上津保育園

171 長崎市 小森　八重子 長崎市 中央保育所

172 長崎市 金子　天津惠 長崎市 聖徳保育園

173 長崎市 竹内　綾子 長崎市 畝刈保育園

174 鹿児島市 山下　信照 鹿児島市 光愛保育園

175 鹿児島市 東村　和子 鹿児島市 しらゆき保育園


