
　支援金総額　４７，４１０，０８０円　となりました。みなさまのご協力に感謝いたしますとともに、有効に活用させていただきます。

  なお、支援金の受付は、終了致しました。ご支援ありがとうございました。

支援金執行状況について（平成23年10月31日時点）支援金執行状況について（平成23年10月31日時点）支援金執行状況について（平成23年10月31日時点）支援金執行状況について（平成23年10月31日時点）

　　　　　　　　　　

執行額 備　　　　　考

支援金 47,410,080

　　会員（個人等） 22,273,421 *3629件（別表のとおり）

　　都道府県栄養士会 7,742,290 *32件（別表のとおり）

　　賛助会員 9,670,000 *21件（別表のとおり）

　　その他団体等 7,724,369 *63件（別表のとおり）

44,501,600 10.31時点

支援物資購入 17,802,215 ①支援物資購入：栄養食品、サプリメント等の購入

支援者経費 9,048,682 ②支援者経費：災害支援管理栄養士・栄養士活動の旅費、保険料等

支援活動維持費 8,650,703 ③支援活動維持費：活動拠点整備、人件費、通信費、機材（車借用、ＰＣ、携帯等）、雑費

寄付 9,000,000

④岩手・宮城・福島へ各100万円支援金（全国病院用食材卸売業協同組合より）

岩手・宮城・福島へ各200万円支援金（日栄支援金より）

収支残 2,908,480

社団法人　日本栄養士会 復興対策本部　

（℡03-3295-5151）

   収入

  支出

■東日本大震災支援金に関する報告（平成23年10月31日時点）

　このたびは、東日本大震災への支援金活動にご協力いただきまして、誠にありがとうございました。

　10月31日時点での支援金に関する報告をさせていただきます。

　支援金をお寄せいただきました皆様のお名前等を次ページ以降に掲載させていただきました。

　不都合等がございましたら、お手数ですが、ご連絡くださいますようお願いいたします。



　　※敬称省略。順不同。複数名での振込人名記載の場合は連名で記載。

①支援金額　100,000～1,000,000円①支援金額　100,000～1,000,000円①支援金額　100,000～1,000,000円①支援金額　100,000～1,000,000円

ｻｲﾄｳﾐﾂﾊﾙ 1,000,000

荻田文雄 600,000

玉川和子 200,000

田中陽子 103,000

足立香代子 100,000

足立己幸 100,000

細谷憲政 100,000

島田恭子 100,000

栗田茂 100,000

石渡まり子 100,000

宇都宮洋子 100,000

井上小百合 100,000

藤本さおり 100,000

亀井明子 100,000

外崎乃里子 100,000

春木敏 100,000

佐々木久美子 100,000

徳留信寛 100,000

迫和子 100,000

長谷川克己 100,000

中村丁次 100,000

計 21名

東日本大震災支援金に関する報告（平成23年10月31日時点）東日本大震災支援金に関する報告（平成23年10月31日時点）東日本大震災支援金に関する報告（平成23年10月31日時点）東日本大震災支援金に関する報告（平成23年10月31日時点）

会員（個人等）
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押野榮司 中村シゲミ 濱田明子 小林久雄 市川祐子 岡垣雅美

中村トキ子 小倉多嘉子 荻原弘子 川津寿子 佐々美紀 横井カヅ子

日下部千絵 江口道子 小別當ひろ子 大原禎子 若松紘美 石山千珠

小平洋子 塩川和子 髙橋保子 飛山ムメ 石川多恵子 高橋奈々子

太田和江 相塲ミドリ 井上光子 岸澄子 山本寛子 狩野照誉

宮本佳代子 西原豊子 吉田真弓 黒澤浩子 山本ひろみ 鎌田澄江

ﾓﾘｶﾜｶｵﾘ 隅田栄子 松本善生 牧信三 松原啓子 松本美保

齋藤長徳 奥村ミサヲ 浅岡紅美子 小林仁紀子 藤田綾子 町田美由紀

岡田美代子 手崎須美恵 川﨑朝子 飯森双葉 渡辺昌代 小島千佳

吉本弥生 西野秀美 幅節子 大倉直美 田中ヒロ子 土田幸恵

坪井厚 岸部公子 平原千嘉子 森田晴子 向後敦子 細谷徳治

西島あけみ 外間邦子 佐原亜衣 高橋みくさ 小栁スイ子 糸賀エツ子

菅野廣一 杉本浩子 三宅珠美 吉浦栄子 酒井映子 毛利恵子

鈴木眞理子 内田勝子 細野勝美 小野家智行 坂本美子 北岡陸男

永井叶子 北川京子 神戸姉妹 守屋貴代美 楠木伊津美 藤野菊代

尾籠悦子 玉井輝美 杉山亜由美 島内敏惠 川上かね子 古山登茂代

竹田千重乃 野上たつ 佐藤冨美子 古木美香 寺井三重 葭内邦子

中野恵子 武見ゆかり 前田節子 山成眞子 高山慶子 坂本裕子

外山健二 大塚冨美子 佐藤信子 江原佳代子 八藤敦子 鈴木知子

三浦正彦 木川田智美 進士和代 高梨祥恵 神原真規子 簗瀬裕子

草川敦子 市村享子 西田由香 萩原由紀子 戸田明代 坂井隆子

大野並 畑田千佳子 米田文子 久保田宣子 今井るみか 河越恒二

西野真澄 小山美也子 上野加津恵 武下智加子 川上紀子 安田洋子

渡邊亜由美 城田知子 岩永明子 桶川久美 髙橋遥香 筧順子

城田知子 難波かおり 田村朝子 溝上美代子 佐野恵子 山根早苗

大賀早希 小川まゆ子 小林明子 立川倶子 服部雅子 須藤節子

石崎律子 新垣隆子 菅谷稚夏 志田中 井澤幸子 渡邉真由美

樹山敏子 菅淑江 神田知子 林千代子 岸上久美子 田中久子

谷恵美 久保泉 濱﨑ひかり 近藤愛沙 中島和代 竹川美江

有泉里美 北山貴美子 峰尾千賀子 増田信子 山口さとみ 青山祐子

徳永圭子 小柳淳子 浪越ヒカル 五十嵐福代 藤井加奈子 津旨れい子

堀江晃子 木村美枝子 齋藤揚子 秦野隆子 園田由美子 武智聖子

西洋子 大橋典子 鈴木幸男 山田やり子 鈴木美惠子 半澤正子

上野和子 大門喜代子 井頭喜代 山田佳壽子 奈良茂子 石川祐一

篠原千恵美 梅木幹子 青木志乃 佐藤悦子 富川正恵 栗本淳子

今井田真千子 黒田陽子 宮越千穂子 山田康夫 鳥本登志子 島津由紀子

秋場博美 西田なほみ 野々村恵子 桜井峰子 本田榮子 西尾久子

斉藤由紀子 古田久子 藤井玲子 並木麻未 坂梨孝子 田草川憲男

小松崎恵 小林由美恵 渡邉怜子 高橋美代子 安廣和恵 小糸悦美

中島美千代 深澤幸子 中川愛子 廣瀬美和 金井正子 中山玲子

田野悦子 長江廣子 長島万弓 今井美和 冨永裕子 清水瑠美子

森嶋道子 丸山広達 茂谷順子 後藤慶美 中ノ瀬順子 渡辺泰子

清野由美子 渡邊幾子 岡村水香 原田満智子 山田チヨ 佐藤ひろ子

大槻満子 堤ちはる 岩木礼子 藤生恵美子 林祐子 葭矢陽子

田中まや子 東方千恵美 神保佳子 齋藤正治 岡林郁子 有村恵美

村山智香子 竹林明美 奥原有貴 佐藤光恵 角田紫乃 柵木嘉和

村山稔子 夷井美賀子 山崎正則 宮本千佳子 里吉智子 蔦本育江

樋口千鶴 秀平キヨミ 根本幸子 上田尚美 小木曽順子 本多ひろこ

渡部朋子 大部正代 髙木かなえ 清水満喜子 野田艶子 日向公子

塚越香代子 桑原愛 三野原和子 熊谷秀子 江上みゆき 赤保内絵美

②支援金額　10,000～99,999円②支援金額　10,000～99,999円②支援金額　10,000～99,999円②支援金額　10,000～99,999円
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播紀子 大矢貴子 佐藤透子 橋村夏世 中澤幸代 博多三津子

山田佐奈江 垣田寿子 大嶋佳代子 中坊幸弘 元廣優子 齋藤菜穂子

齋藤寛子 宮澤富美子 林辰美 松下悟 佐藤明子 石川佳代子

宮澤たけ子 古川満美子 宇佐見美佳 北村知子 古宇田靖子 平澤郁子

大石香奈子 酒井和子 木村佳子 樋口晶代 金木歌子 坂野佳子

城島利恵 永作久子 長沢由梨 小俣孝子 林美智子 佐藤淑子

福田佳子 合田仁示江 是枝美樹 松岡千鶴子 小林良子 柳澤一世

西田奈穂子 冨田享子 溝邉淑子 片桐元栄 清野智子 江口晶子、西薗潤子

猪股順子 仙賀鈴江 関口順子 吉田康子 川口明子 山﨑瑛子

降籏道子 安井純子 小林直子 関根佳世 松田佐喜子 吉田弘子

北浦美代子 大久保秀子 桐田静華 柄沢洋子 高井なおみ 清水瑠美子

串田キミエ 大竹智美 末信早苗 月野木里久子 秋山めぐみ 中田勝己

斉藤茜 池本真二 小林一美 大矢生子 山田邦子 木下充子

酒井常子 芳野緑 石渡千容 安部澄子 石原直子 村田洋子

藤川ひとみ 小柏道子 岡林一枝 加藤真弓 田口邦子 谷洋子

円谷（常賀）由子 山上里枝子 吉村美紀 佐藤成子 近藤七枝 村上和恵

野村涼子 鈴木直子 神山薫 伊澤宜子 青木節子 高田由美子

川南文子 喜多幸子 米田寿子 尾﨑加奈 麻谷明美 牧野みゆき

有田仁美 織田米子 桑守豊美 三宅妙子 井上好美 佐々木澄子

末田香里 滝文重 福永恵子 力竹幹 森脇千夏 野村文代

古屋久美子 長野谷満喜子 早川洋子 坂﨑千郷 大野智子 小寺由美

田尾郁恵 辻村英子 上松典子 榎本ナツ子 小松知子 新田和美

野渡祥子 枝木沙織 中村萩枝 谷口せつ子 髙橋史枝 松原啓子

石坂恵子 山田泰子 埴崎祐子 山代春美 松井幾子 田中弥生

乃木章子 森口里利子、近江雅代 小澤與志美 大山律子 国信清香 周藤百合子

清水つゆ 清水佳代子 大藪加代子 羽鳥洋子 鈴木優香里 齋藤ゆかり

浅沼ヒロミ 田中美代子 星尾隆 立岩彩 冨田幸子 鈴木享子

徳岡和子 古家みち子 黒木令子 今村素子 村上恵 笠岡（坪山）宜代

三浦智恵子 大石正子 岡本直美 永野君子 安楽真智子 田村直

土屋綾子 伊藤明美 桑山明美 儀間由子 渡辺智里 宇留野

神笠美保子 小川太佳子 和田信子 石井妙子 横山弘子 田中佳江

佐藤有紀子 寺澤洋子 中村周子 仲谷光代 平澤澄久 重田康成

茂呂加菜子 齋藤さな恵 野口素子 岡村南美枝 市川（白石）美穂 髙橋紘子

山内惠子 梶忍 長森由理子 寺本房子 三浦直子 中山恵理

西田健子 江口昭彦・美智子 樋口洋子 戸井田英子 加藤友昭 玉那覇直

山本翔子 大木いづみ 北村恵美子 山川晴美 小川美奈 宮本みさ子

長崎まり子 須賀和枝 名和田清子 有冨早苗 大石厚子 西田なほみ

越智美穂 赤石よい子 山﨑満希子 久我達郎 小坂桂子 清水雅富

野上淑子 坂本亜子 松藤泰代 山下奈美 澤谷久枝 原田直樹

上原あゆみ 森部清子 金子晴子 今田佳恵 木戸康博 西野美佐代

稲場麻美 今田淳子 瀬川陽子 石川万季 野口球子 広瀬輝美

小野寺定幸 十河泰子 川井厚子 斉藤恵子 井並涼子 坂田ゆみ子

南部信子 三野安意子 上野ますみ 吉田貞夫 中村直文 金子浩子

大野真紀 岩本仟子 山田正武 大江紗代 金丸洋子 加藤弥生

簗取なつ美 大林由香里 田村裕子 林靜子 戸梶政香 馬場さつき

池畑りつこ 佐藤麻紀 春花たか子 土江満智子 丹下悦子 廣畑雅子

石野百合江 谷本美津子 岡林美紗 若杉恵子 青木勢津子 宗像壽子

遠藤ひろみ 田村香代子 矢島麻由美 柴田千鶴 横山弘子 ｼﾊﾞﾀﾁﾂﾞﾙ

岡久恵 岸田典子 井上千鶴子 石田啓子 渡部早美 荒谷裕貴子

田村チイ 伊藤僖玖子 中森邦子 小切間美保 滝ちづる 山田佳寿子
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田中和子

高田栄子

国門加寿子

新澤祥惠

北村周子

笹野裕子

相坂国栄

本由美子

中藤美和子

谷口佳津子

村田三恵

中川明彦

新谷真理子

大橋麻須美

池田由美子

野坂一江

多田雅恵

伊藤知亜紀

柴田千鶴

辻澤利幸

ﾂﾊﾞﾀﾁﾂﾞﾙ

高橋利恵

計　625名　

うち3名匿名除く
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阿部久四郎 塩入公子 菊池信子 石渡恵美子 小川豊美 矢野目英樹

久保田紘代 阿部房代 小林久子 松島久栄 相馬すが子 大長典子

高岡恵子 工藤あや子 新堀寿満子 髙橋寿江 長﨑洋三 黒川玲

外間みちる 平野偉矩子 渡辺良子 久保田睦美 菅原寿子 佐藤弘子

金子香織 清野董枝 笹野喜美恵 佐藤悦子 宍戸明子 石谷喜美

大野朋美 横山美智子 橋本玲子 森川希 今浦恵子 根本美代子

藤井文子 谷村ふく枝 石垣史子 尾形敏枝 本間和枝 木村春美

山下雅世 村澤初子 田渕裕美 詰丸澄枝 津村彩子 山本恵美子

大黒清夏 渡辺和子 舘小夜子 塙洋子 山﨑康枝 塚谷郁子

岸知子 池村多恵子 立世津子 東海林富美子 栁澤一也 三松由美子

滝澤浩子 小前晶子 坂弘子 次田淑子 堤谷富枝 佐藤陽子

金子直子 根本さかゑ 茂木峰子 平野朋子 岡村佳世子 大枝智恵子

玉川和子 春日とし子 清水芳子 小林加代子 南波緑 河村武彦

荘司瑞恵 清沢幸江 松田幸子 佐野千秋 山下弘子 小島潤子

上條耕司 冨樫絵美 真島友佳子 大山廣子 森垣廣子 吉田勉

井上みゆき 柘植美知子 鈴木愛子 樫尾愛子 桑波田悦子 小林ゆかり

長谷川祐子 鈴木京子 田中美知子 東晧恵 新井麻希子 所澤和代

布施典子 武智美治 山岡京子 磯村悌子 藤間晴美 福井由紀子

浅尾昌美 中川信子 浜地直美 渡邉直美 池谷広美 北野真衣

鷲北美智子 臼田めぐみ 北村照美 落合佐代子 中川正美 鈴川敦子

永井まさみ 坂本麻衣 鈴木真佐子 佐藤一義 松塚啓子 内藤照美

木下京美 亀ヶ谷昭子 小泉茂子 中村栄子 田村美江 斎藤ゆう子

竹原愛子 矢後好美 原敦子 中井万起子 近石敬子 小松忠子

早坂真由美 上條明子 藤田春美 鍵山真未 鈴木雅子 建石教子

橋本美樹 坂田葉子 鈴木隆子 太宰啓子 田辺正子 新井弘子

柴田由美 日暮文子 井上成子 小林成子 長谷川典代 高橋喜江

小川洋子 樋口京子 土屋明美 中川万知子 三壁美奈子 岩井瑞枝

堤明可 宮城敬子 小森桂子 井草美樹 高橋裕子 佐藤フミヨ

千葉敦子 東海幸子 田中スガ子 植田津子 平野あゆみ 福永敏子

大谷陽一 秋山和子 皆川保 木村千鶴 齋藤郁 生野由美

坂田りえ 長嶋孝子 加藤美栄子 白石光子 鶴岡洋子 小松成江

太田洋 谷口清司 栗林淳子 大沢ますみ 堀有希子 荒舘友美

篠宮幸子 沢村國子 長谷川澄子 永井恵子 飯野由美子 塩山一枝

松木りつ子 麻薙安代 吉川順子 髙村望 岩田和代 田中テイ

田邉初枝 倉若正子 尾関美智恵 翁像京子 北久保佳織 秋山治子

山下裕加 堀口美紗子 塩野量子 奥村満子 岡部七穂子 小関愛子

小野福美 高畠麻美 田川恵子 大屋真理子 谷口良江 笈川まどか

藤井操 菅谷真己子 大塚純子 石田美香 辻本佳世子 五十嵐泰子

土井ゆかり 三森真由美 赤枝いつみ 藤井隆宇 星野佳代子 田原菜都子

床井多恵 大曽根律子 穂山志保 日髙理葉 江ノ本悦子 佐藤領子

村上洋子 渡辺陽子 平松佐和子 白方幸恵 北松子 神谷恵子

角谷ヒロ子 上木名慧子 平林寿士子 木村光世 緒方京子 栗本文子

鈴木めぐみ 平山淑子 大村真弓 冨士谷ツヤ子 金瀧ヒロミ 鐘撞智美

池上知江 鈴木幸子 田上幸寛 甲斐節子 高橋愉美 山内恭子

湯本則子 林靜子 恩田佳代子 行本みさ 岩竹良実 永野泰子

松岡理恵 須江早苗 吉井寿子 上山尚子 岡貴子 石橋福子

井出峯子 高田和子 鈴木美帆 大角淑枝 中澤芳江 根岸準子

宮坂綾子 尾髙和代 駒井公子 水本知子 上村美由紀 日夏和子

関みづえ 三田房美 中島光枝 加地良子 神田晶子 細田まり子

木村靖子 長澤舞 白石真理子 三露ふみ 富田恭代 岡田玲子

③支援金額　1～9,999円③支援金額　1～9,999円③支援金額　1～9,999円③支援金額　1～9,999円
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堀江聡美 時友正子 金子由美子 佐瀬絹恵 風間美佐子 白砂智恵美

角野牧子 住吉育代 西岡静子 港典子 高橋加津子 玉井里佳

山本瞳 柴田亜也子 千葉絵美子 林眞理子 積きよみ 髙山浩美

西森美和子 七里基子 杉谷ますみ 平井孝子 安藤真以 田中章代

木村滋子 金井百合子 萩原俊秀 磯川知子 齋藤美代子 森久栄

髙森美津子 亀井みすず 出澤洋子 上村一惠 佐藤澄江 宇佐美比奈子

堀江いづみ 林淑子 井田栄子 伊藤憲子 天野玲子 黒祖友紀

松本晴美 長浜幸子 安東洋子 藤本万紀代 小林ちや子 藤辺裕子

大林彰子 中川初美 畑中紀久子 野路久子 西山美根子 田方真由美

佐藤美穂 魚住朗子 務川恵里奈 久米百合 谷奥多美子 石綿和代

敦賀零理子 関崎由紀 日置妃美子 松田由美 田中啓子 椋本恵美

谷口裕子 河野さよ子 福山久美子 上田和子 川上美千代 西川八重美

渡辺久美子 小林真理 阿部保子 櫻田裕子 打越歩惟 加藤留美子

長岡恵利子 山本菜穂 桑原倫子 浜田幸子 加古紀子 竹内育子

小山純子 田中花保里 宿谷理恵 上野マリ子 今泉久美子 藤原久子

池田恵子 萩田博子 水野美穂 望月美左子 栁田優子 稲岡令子

中本典子 村越るみ子 松岡里佳 新家隆 川口洋二 前田裕美

前田久之 西本夕起 内田千恵 中村由美子 西澤佳志子 原田真理子

熊代千鶴恵 楠瀬朱里 吉田ことえ 斎藤甚作 花田佳代子 青木せつ子

笠原サエ子 木原憲子 窄口嘉子 辻本美由喜 岡崎清子 丸山成子

岩田はま 酒匂久美子 阪本義雄 大石清子 山口舞 西原史生

飯田智恵子 沖山祐子 三浦文子 丹羽敬子 山戸道子 山﨑佐貴子

岡部久美子 増島好子 城田直子 松本由樹 上地加容子 林原久美

佐藤由美子 廣本美知子 茅切朝美 安永勝代 成田美智子 有吉芙嵯子

田中みほ 本間和代 三原壽子 和田沙央理 山吹三枝子 江頭淑子

田邉真紀子 平山民枝 宜野座久美子 増田圭子 増田成子 三浦智子

中尾美沙子 小室恵子 椿野英子 大橋明佳 市川寿子 本田磨左子

木村陽子 柳沼典子 永田良子 塩瀬昭子 三田村恵美子 山口博子

木下智世 小柳厚子 石川奏恵 岩渕香枝子 千代谷桂子 田中尚子

福島芳子 小迫カオリ 原口浩子 古田昌子 藤田美穂 一ノ瀬直子

浦部敦子 山田信子 中山桂子 沼生久美子 山口安代 一之瀬隆哉

古瀬久美子 安部世良子 刑部菜津子 横山かほる 加藤則子 日髙昭子

人見典恵 加藤嘉子 藤原郁子 佐藤妙子 三島奈緒子 和田智子

関根康子 近藤敏子 今薗祥子 大竹幸子 柳生郁子 猪木久代

杉本和代 飯村真智子 五関和加子 成貝みゆき 金子恵 伊井直美

岡田安代 小川久美子 毛利彰子 吉原緑 手塚洋子 芦田ふみゑ

林順子 矢崎圭子 竹田和子 伊藤喜久子 高田和歌子 渡名喜秀子

髙橋洋子 熊谷順子 山田早苗 石﨑路子 高荒幸美 芦田厚子

保科久美子 徳丸富子 大畑美里 土居麻紀 加納真奈美 原田香織

玉井めぐみ 塩澤幸子 直井明子 疋田拓子 天野茜 賀美真理子

村上智洋 立川聖子 内之倉妙子 河合保世 渡辺かよ子 賀美友枝

寺田久美子 犬飼美智子 酒井恭子 塚本かなる 西村一弘 福田ひとみ

杉水流啓子 二宮涼子 渡辺春子 小渕智子 鈴木麻希子 本間律子

樋田葉子 髙橋陽子 清野千香子 佐原勝代 小宮路恵子 村田智賀子

斎藤佳子 菊池眞代 猪瀬恵子 西川あゆみ 木村文香 鈴木黎子

永田光永 中嶋さち子 構実千代 片山美和子 藤井まゆ子 水上由紀美

真部博美 水口眞由美 池田千鶴子 宇塚美千代 髙木みのり 山本陽子

渡辺真紀 依田まゆみ 納富芳子 馬瀬智寿 飯田栄子 村上歩

木村正子 正徳千恵 ヒガシハラダイ 田中陽子 岡嶋由香里 内田英子

山田雅代 元木千代美 小野道子 髙橋智津子 新垣ひさよ 牛鼻みどり
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花嶋美佐子 小山敬子 米山ゆき 水野茂子 滝本真衣 植村美奈子

高村安子 小林初子 亀井千暁 立元紀子 小川恵子 宮原富美子

浅沢ゆう子 城之内清美 片寄眞木子 長野由紀子 大久保安代 小柴ひとみ

小松和子 川井フサコ 豊嶋由美子 大野和子 中野和子 依田志乃

齊藤鈴代 江口和子 松井友紀 河原真理子 有山栄子 川原田光子

若松しめよ 長光喜代香 津田浩子 佐藤美千代 坂本房子 柳田美子

柴田由美子 市古秀代 榊原和枝 木島宏子 木下初代 野村順子

古場久代 荊尾紀久子 大丸明子 野村恵美子 室岡美津子 雨宮裕子

貞江見子 金谷孝子 小池澄子 松本千秋 福滝和子 相田律子

嘉陽恵子 布田三奈江 小野寺智子 﨑山滋美 神谷聡美 平恵子

長岡広美 柏木有香子 滝澤佳代子 髙見信江 今井慶子 土田早苗

小木曽絵美 齋藤佳子 平田直美 山田和子 須貝美津枝 栗栖由紀

小澤陽子 柳田勝子 塚本ゆみ子 玉泉真利恵 宮岡千恵 江川千枝子

中谷あゆみ 木村真理子 井原洋子 西つくし 酒井亨 柳川とく子

西村孝子 滝沢美代 渡辺真理子 竹井眞理子 荒井柳子 加藤博子

沖野惠子 八木佐和子 遠藤綾 前薗芳子 松坂千世 須藤信子

萩原恵子 砂野知香 森永奈保美 今林範子 清田彩美 林佳奈

天野ゆき美 圖師紀子 濱本牧子 村上和代 田中絹子 土田友来

丸山京子 北川公子 加藤由美子 十部美奈子 山下由紀子 河野はるみ

出口洋子 西村恵美子 南波友佳里 光吉里江 加藤哲子 錦礼子

田島みゆき 山本文昭 八木雄一郎 小西多恵子 大川米子 清水迪子

塩田和代 馬場由希子 横山麻子 正木葉子 工藤直子 山口節子

渡邉治美 豊島つぐみ 伊藤和子 林ちえ子 川口保子 松澤平吉

古田絵理 山下奈緒子 五味きみ子 山本富美子 梅木美穂 江夏郁子

中村信子 橋本美惠子 内山久美子 進藤洋子 椋田典子 中町瑛子

中山一恵 関山むつ子 多田裕子 吉儀あつ子 宇野明子 吉田由美

米澤克子 植田容賦子 佐多立子 太田好美 栗田潤子 小森昭

小林敦子 田口純子 君島由美子 村石幸恵 渋谷やす子 山田一枝

松尾由紀子 渡辺弘美 唐島美鶴 林笑子 押田恵理子 石川南緒

西尾綾子 種子田雅子 坂口法恵 林涼子 中村洋子 渡辺静子

岩永明美 細川良子 宇和川小百合 廣村美和子 臼井まり子 荻野真弓

木村継子 岡田藍 今橋宏枝 渡辺慶子 濱田晶子 宍戸徹

佐藤孝子 日野原里美 安藤勝枝 大串加奈 吉野浩 阿部花井

恩田祐子 石神奈保子 細川理香 吉岡久美子 竹尾博美 岩下惠子

渡辺優子 白石明子 清岡登代子 一木理江 山根智奈美 秋庭徳子

宮崎律子 村田佳代 鴨居正高 山﨑真弓 北原マツ子 山本芳子

曽我部美代子 坂田順子 鈴木清美 押切まゆみ 鈴木順子 慶田美佐子

西部典子 春名絵美 室伏千秋 藤吉悦子 藤田圭子 原田由紀

衣笠厚子 中村昌子 松本妙子 由井美千代 佐藤真由美 米澤亀代子

佐藤智津子 田村暢子 堀文江 城間順子 米持里美 前田知恵子

田中真砂世 三輪靖子 石坂靜代 横山政子 杉下里美 上治芳子

野口和子 竹原はるみ 渥美文子 中山裕子 鳥谷部みや子 江崎公子

水谷真希子 山下昌子 坂本明子 東久保佳珠子 川端香代 武田幸子

中村キヌ子 林尚美 松井友香 大隅弘子 楠木裕子 白井利依

宮下亜耶 古仁所祐子 石森眞子 森山千鶴子 鳥居三重子 小野美佐緒

福田泰代 湯次由紀子 松本昌子 伊藤美香利 堀川千尋 高橋聡子、山内房子

森本宮子 久保文子 菊池ひとみ 朱宮哲明 薬師寺美佳 池田博美

白坂信子 岸川俊子 西岡さおり 山城永子 出口典子 間所栄子

榎原多津子 野田由美子 久野雅子 髙木なと 山田真弓 福田浩子

香川千秋 大原裕子 川田梢 髙木陽子 白石由美 前原美和
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倉持直 渡邉重修 小林裕美子 豊田久子 武安由美子 稀代静子

工藤勝子 近藤和美 五十嵐ケイ子 海福奈緒子 山本なぎさ 福地久美子

浜本幸江 平野澄子 磯咲子 田村かおり 山腰峰子 渡辺佐代子

辰野宥子 小野はるみ 西津典子 渡邉里美 門崎則子 坂巻恵津子

大場和枝 柏木靜江 澤田あゆみ 大山典子 十河靖子 濱田陽子

本田節子 迫田奈見子 山崎美穂 竹田由美 仲本由美子 小川雅子

福田悦子 高木寛子 髙畑淑子 秋間美也子 工藤田鶴子 田島三枝子

能代谷昌子 松本菊乃 向田富子 徳竹陽子 八田羽美紗子 野波丈倫

土屋清枝 橋本みどり 小泉陽子 室瀬美穂 萩原祐子 山下理美

山田博子 勝又美和子 二里木京子 大城操 天野加奈子 渡邉明恵

石井有紀 梅田晴子 山崎民子 松川恭子 米原洋子 藤本裕子

渡邉富雄 吉川美奈 種村安子 渡辺久仁子 田上みどり 荻野弘子

杉本友美子 村瀬妙子 上野秀美 福里勝子 小池美恵子 岡本朋子

菅野文子 松元智子 橋田祐子 向井繁樹 古田容子 吉岡紀子

藤原スマ子 小田島京子 長尾紀子 堀山みどり 辻榮子 池田恵美子

田中記代 山田芳子 満田浩子 日比野芳子 佐々木康美 川﨑敬子

丸山美枝子 飯田早苗 加藤まさ代 根本恵子 小笠原緒美 猿田桃子

杉山正枝 八下田美和 石原雅之 武内サチ子 藤嶋みゆき 鴨志田立惠

宮里正子 村上久佳 西川あけみ 西舘希 鷲野紀子 猪股純子

松浪京子 江間三恵子 及川亜美 小林富士子 石井由美 國代梓

下岡真子 須田千景 杉森瑛子 荒井正代 小西美夏 永井美奈子

藤枝房枝 立松久美子 田中敬子 諏澤和子 石井栄 酒井登実代

田中裕子 川戸宏子 小楠雅子 谷智恵子 山本洋子 石田桂子

大熊かおる 横小路みゆき 樋口栄子 大川知子 中尾雅代 後藤真理子

渕之上なり子 松下七寶恵 岡本直子 佐々木英子 肥後いづみ 浦田文子

植田知里 藤田恵子 奈良佳代子 松川光子 草間順子 新地ひとみ

菊池公子 森田友子 北川富貴代 齊藤美智子 越川志保 山田加代子

上田公子 山口美香 細矢順子 桑木野華世 澤村留美 相澤澄子

堀節子 山本智恵 丸山千恵子 江森志保子 白石育里 田村理都子

加茂千枝子 新庄美季 野々有里 本村実千代 各務千鶴子 山本マリ子

矢川芙未子 冨田絵里子 本合千鶴子 鳥山千恵里 長友宏美 吉村かつ子

中川昌代 堀江和美 近藤聡子 別府佳子 小高紀子 三宅京子

金子依佐美 臼井みどり 土屋尚子 今村美津子 井村貴枝子 徳尾典子

村岡まき子 谷地久恵 後藤恵子 阿部巴 児玉頼子 信国淑子

早川紗惠子 西村恭子 富岡幸枝 古川僚子 林己咲 川上智子

小堀佳子 丹生光子 三重野優子 根岸佳枝 岡村恵美子 小此木絹枝

成田宣子 佐野緑里 前田恭子 上田亮子 紙谷朝代 山谷久子

加藤スサ 多田羅淑子 曽根美奈子 金杉紀久江 栄喜絹子 樋口勝子

大隅智子 長谷部幸子 小林敬子 稲留イト子 西谷留美子 鈴木葉子

渡邊直美 鈴木弘子 廣尾京子 飯田康子 杉田智美 佐藤美子

木村奈津子 宮本好子 角本靖子 神保京子 平田亜古 松原万里子

森井ふみ子 小林和子 宮島京子 津田竌 中倉典子 小松千織

登坂初美 高橋貞子 澁谷敏子 山川寿美子 長山真理 井町清水

寺島玲子 西川まゆみ 遠藤治子 前田美貴 松下美由紀 可児富子

藤原容子 狩野恵美子 佐藤喜文 熊谷廣子 関田頼子 安藤秀美

豊田喜久代 矢田明美 山口緑 堀込かずみ 江口尚美 多田睦子

齋藤佳子 高田比佐子 小松千晋 布施陽子 平野京子 白井美雪

尾上敏子 西河由美 都祭貴子 有田知子 杵島昌子 鎌田春枝

帶刀由紀子 戸田美由紀 徳永敦子 藤井しづ子 久保田陽子 柿崎真由美

西川由理 加藤直子 大内山雅枝 五十嵐亜紀 今井薫 関口節子
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内田美佐子 宮脇優子 伊藤米子 佐々木正子 佐々木恵 山越裕

鷲見典子 北村茂子 田中利恵 渡辺真理子 轟文子 竹内義政

杉谷悦子 鈴木早苗 足立基子 黒田和子 小津和子 竹内紀子

石丸文子 上原弘子 森川田鶴子 川邊緑 川田るり子 大野好子

林美佐子 住吉玲子 小川由美子 金子さつき 田中都代子 藤井夏美

渡部ノブ 小出恵子 石橋悦子 黒川香奈子 寺拝なおみ 香山典子

町田和恵 山田恵美子 山岡智子 吉田寛子 伊牟田千代子 太田久美子

内藤夕記子 中山美千代 奥畑悦子 荒木ゆかり 本間久美子 大串久美子

橋本照 澤田京子 高橋ヤス子 大沼美紀子 近藤今子 土佐純子

江頭富久子 依光寿美子 吉野奈穂美 相馬愛子 山﨑千鶴子 金井美咲

松沢智代子 阿部節子 山谷昭美 永縄良子 石崎洋子 宮澤千鶴

笠井千世子 桜井冨子 松﨑恵美 鈴木早智子 寺﨑厚子 紺野律子

武田玲子 大貫由佳子 大西光子 植木郁子 牧田ゆり 古川洋子

大内里美 川島マサ子 後藤佳子 森田久美子 田島睦美 寺田由佳里

園田華加 安部くの子 田島紀子 乾昭子 大河原由喜子 瀧澤博子

末平亜里紗 蔭山正之 鎌田薫 梶川雅代 清水桂子 田中美里

外山尊子 南郁子 榎本由紀子 金氣るみ子 松永睦美 飯田佐江子

佐藤淳子 徳光恵美子 須藤泰子 川上佐和子 細川佐都美 増原米子

桑原ともみ 大阿久京子 栗林ひとみ 伊藤智恵子 上村二三栄 村上美代子

柚木斌子 新海悦子 元満直美 黒須千夏 松隈美紀 柳田象子

大久保理沙 髙橋徳美 知念文枝 中川友子 陶山みよ子 奥珠美

中瀬杏奈 及川真紀子 小林正子 岡野美香子 小林繁 小野景子

北川和子 仲野公子 岡山賀世子 小林智子 伊藤茂子 片平啓子

真辺久美 安田和代 高下理恵 高橋雅子 佐藤美知子 小西行子

高松宗子 仲野里砂 濱田真知子 大庭伯子 安上範子 田村恭子

宮當俊枝 飯田記代子 岩本美和 浜本潮 松岡洋子 佐々木しず子

橋口知佳 脇幸子 鹿島千穂 鹿子島京子 清水典枝 吉村麻理子

永山美里 柴田直子 平沢奈保子 正司大 服部京子 坂本優子

佐々木里美 後藤恵美 上村由紀子 北野淑恵 水嶋悦子 田村明美

川西孝子 伊藤玲子 草刈章子 大木由枝 長谷圓吉 黒野清香

藤﨑愛 吉澤恵理子 當田恵子 内野千鶴子 大迫純子 山村涼子

和田美由紀 亀田清子 畑谷昌子 有田順子 沖田千代 角田京子

川畑咲 阿部美智子 田村比呂美 中原洋恵 水元芳 若尾榮子

西由布子 伊藤芳子 堀内幸子 酒井恵美 森晴子 堀川隆子

岡本東 種岡典子 三好惠美子 三谷美和 早渕仁美 戸﨑和子

大塚万愉実 佐藤文香 田淵法子 中谷公乃 江頭和佳子 深浦京子

加賀桂子 津田アサ子 宮澤孝江 池内千賀子 髙橋友子 日景栄幸

久保田公子 井上玲子 村上裕子 川上栄子 髙木さと子 中村敦子

福本住子 召田百合子 川上由美子 井手栄子 寄谷博子 岡部たづる

中井理奈 綿引真理子 大仲智美 木元多香子 安原麻里 野口悦子

鈴木千代子 練谷弘子 太田典子 右近敦子 延時登貴子 今井郁乃

楠木千惠子 織田由紀 中島梨枝子 島澤かおり 坂田美智子 長井敦子

那須きみゑ 梶原敬子 老久保悦子 越川啓子 杉山貴紀 菊地亮也

刀禰久美 清水綾子 小野綾子 桝田陽子 佐藤栄子 中村英子

木村二女 長谷田佳史子 町田友紀 山本真吾 松井康子 村山明子

小栗美加 三芳百合子 石田政子 塚田瑞枝 種村陽子 陶山敦子

大西美佐子 百瀬吉江 伊藤教子 三浦光昭 石丸啓子 宮﨑貴美子

田口素子 増渕富子 眞鍋美代子 野崎和代 吉田泰与 竹内よし子

市川佳世 湯浅貴恵 神保仁美 水船恵子 水井文子 石倉陽子

水野紀子 林秀子 筒井聖子 大垣延子 有働聡美 服部綾
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塩入増子 井浪千恵 市村正子 近森明 太田秀子 古閑枝美子

谷久美子 鈴木陽子 岩永優花 大庭みずき 山﨑裕美 杉浦三鈴

村上日出子 藤中貴子 川俣利恵 都築郁子 木下絵美 山﨑さゆり

白澤民子 前沢尚子 手柴加代子 堀憲子 井上利美子 木村裕子

中本絵里 太田美保 高野奎子 橋本貞子 小池博子 徳永昌子

磯さえ子 石月公美子 柳瀬由香 野崎睦子 藤本路子 池田高子

坂井千づる 氏家真梨 廣澤あきつ 関千代子 大西利佳 江連俊明

溝渕美津子 遊佐渚 小口幸子 中殿栄子 佐藤安貴 長尾英子

中島和代 畠中栄美子 安部淳子 菱木和枝 新地亜紀 川染節江

村本圭子 仁木恭子 小林由美子 名嘉由乃 那須由紀子 眞鍋美代子

平野美穂子 大石毬子 牧平美恵 高岡陽子 古川志穂 松永美恵子

金谷利江 月精光子 太田真弓 鈴木恵子 林瑶子 安部直美

飯島由美子 早川敏子 安達瑞保 藤田文代 高橋久美子 山口万由美

佐藤美華 深川卯子 森圭子 鈴木栄子 乃万かおり 園藤恵子

岡田恵 川島容子 高橋あけみ 大川恵子 丹波亜友美 垣渕直子

渡辺真由美 飯塚和子 江口陽子 今川智子 菊地順子 次田一代

沖杉由美子 内田修子 土屋真由子 日野和美 佐竹利恵子 渡辺ひろ美

杉山眞知子 小宮山知子 塚元美雪 中山満智子 佐藤明子 諏訪りか

澤田参子 内藤澄子 阿部あや子 佐々木征子 清水敦子 村川みなみ

鷹見美恵子 酒井陽子 堤千代子 竹内洋子 杉原道子 石川恵理

待鳥伊久子 冨永昌子 竹原小菊 佐藤なが子 中野貴美子 多田紗矢香

松井直子 本多洋子 森口知穂 吉崎治美 永井恵 荒木ゆかり

藤木理代 濱野恵美子 榎並ひとみ 大岡知加子 藤掛道子 坂本直美

篠原壽子 小谷栄 田中和美 古川靖子 宮坂文子 黒河内邦子

黒崎直子 田村いぶき 宮間千鶴子 土屋玲子 草木亜紀子 松吉邦子

中井敦子 湊美華 岩﨑優子 岸田陽子 吉田智子 佐々木美由紀

清水多恵子 堀口一美 大上雅美 吉岡秀子 田中奈津子 中村佳子

工藤智子 中宗根亨 吉田涼子 照喜名みゆき 遠藤京 明石真里子

吉田明子 窪田敏美 児島喜代子 山本康代 東脇千佳 松本友希子

亀谷都喜子 諏訪美子 有馬真知子 田中久美子 上田理恵 島雄満子

西村寿也子 髙見摩利子 森本章予 高橋芳恵 今村妙子 木地明子

岩本郁子 安部寿子 田中麗子 森山廣江 小林雅代 佐野和子

西村信子 山本恭子 吉田龍平 作花香代子 野田章子 沼　富美子

糸山美保 吉田みのり 德増和代 今井亜弥 片山富子 江尻喜三郎

岡妙子 市川信子 平塚修子 久保清香 堀江亜希子 梅垣佳津枝

池内加代子 永見妙子 茅野朋美 松本義信 高橋佳子 舘林則江

田中順子 松野ふみ子 田力久枝 田中ひろみ 久米淑子 家根谷康子

石井杏奈 木田津勢子 中村教子 近江雅代 竹内ひとみ 山本明美

小竹三千子 永田美由紀 新井ルリ子 柄沢弘子 遠藤洋子 横山和子

須永千浪 西沢浩子 紅野緋沙子 松本俊子 木村操 甲斐宏子

和田聡子 鳥山洋子 福岡明美 大坪雅子 古藤洋子 小柳初美

木戸悦子 木林さち子 川嶋磨須美 一戸まり子 髙村貞子 桑原智子

東芳子 小川紀明 真島和徳 片山芳子 石田直子 友岡俊子

三苫杏子 田村清美 曽田より子 大川美佐子 金井塚真里 上野法子

勢井和美 小方敬子 佐々木千恵子 中林厚子 富田八代枝 石尾由香

渡邉弘美 齊藤秋子 林保恵 椎智子 桐木みね子 石本智子

片岡まさよ 小田桐幸子 星野記史 石井良和 伊藤君江 山本真里

片岡恵 山澤順子 榎本多実子 平井桂子 馬場身和子 依田清子

田中ひさよ 飯塚桂 榎本裕介 中西泰子 桜井みな子 藤生二三子

金縄嘉代子 平福育 森兼眞理子 木暮光代 本多洋子 吉田麻美

10



田口智子 栗巣涼子 佐竹うら 的野秀子 乙部宏子 佐藤順子

木村佳織 藤澤史子 伊藤慶子 井料泰子 下瀬津多子 村尾啓子

新洋子 杉原直美 津川元美 山田志津枝 三浦文子 鈴木亜夕帆

大場節子 門田享子 森川智佳子 大場康子 惠田照子 渡邊八重子

沖田洋子 平原敦子 白井智也 田中香依 稲富三恵子 伴藤智美

大石木綿子 齋藤視永子 中川弘子 中下紀子 稲垣かつみ 伊東美樹

成田博子 浅保明子 遠藤成子 伴美紀 中俣弘子 髙部良江

伊藤桂子 藤岡美保子 岩谷直子 小澤恵 山本文恵 上田悦子

橋田幸水恵 大用ユキ子 関口昌代 青柳敏惠 梅村聡美 小垂美代子

堀越勝 古川駿一郎 立島美江子 上條祥水 中井和美 村田美穂子

堀越倫子 山田志麻 伊藤せい子 加瀬澤啓子 大塚朱実 江西昭子

倉若智子 杉浦ヒロ子 近藤律子 岩﨑裕子 山田恵 大楽香子

坂田安紀子 大和孝子 渡邉志保 鈴木久美子 白石雅子 稲村雪子

阿曽珠枝 菅原春美 加賀谷淑子 猪田秀子 大原銘子 橋本幸

秋山依子 家守美智子 鈴木由佳 長澤舞 田辺節子 松原まさ子

袴塚智子 甲斐惇子 青木宏美 浦滝昭子 四柳浩子 日向野初江

溝口由里子 川口三重子 榛葉教子 平光美津子 浅井奈津子 小嶋雅子

鬼頭一栄 森田美恵子 星川陽子 嶋田涼子 西田晃子 田渕理絵

岩本昌子 杉浦久枝 江畑年巳 望月いづみ 榎本康代 曽根光子

平野ヒサエ 永井麻美 森惠子 西村恭子 豊田高子 渡邉ゆかり

松尾歩 河原順子 小堤和子 中村友紀 松岡祐貴子 松﨑悦子

亀井麻美 小林智美 森本せい子 大森和惠 松岡信枝 河村あゆみ

吉成葉子 中山敏子 今井憲子 河野純子 柳本留美 大西直子

和田祥子 須見登志子 高井厚子 関光子 松岡光子 保坂晴美

笠原薫 久賀智子 西山和代 伴美鈴 佐々木未歩 中前きよみ

廿楽武子 西川悦子 佐々木邦子 信太利恵子 中川芽衣子 下川原まり子

植木朋子 佐々木辰枝 瀬戸口みどり 宮下あずさ 宮下晶子 金石智津子

城崎佳子 國里益子 上村泰子 戸田乃里子 澤田比佐江 山田敦子

田辺秀子 鎌田由美子 小島智栄子 渋谷敬子 西野喜美子 田村玲奈

上之段まゆみ 林久子 藤木順子 世古奈央 安部訓子 小澤裕子

後藤みちよ 蛯名和子 髙橋登美代 川上志津子 田邉恵美 吾妻聡江

矢沢美津江 小川基子 金又みゆき 吉村美紀 髙橋芙美子 草竹香陽子

矢澤千砂子 増田貴美 佐藤史枝 福士恵美子 佐藤翠 溝部和子

福満和子 坂井美保子 奥田泉 安藤加葉 松木弥也 片岡眞理子

清藤規子 鶴田紀子 山下佐紀子 亀井由美子 野崎真智子 藤本理恵子

松井温子 仲石康子 梅田秀子 内山由梨 白川惠子 門田光世

奥貞子 土屋品子 串岡慶子 上原栄子 小野田しのぶ 信太麻衣子

岡本安子 氷室みどり 山村瑩子 岡村昭子 竹村容子 中根裕子

山中希久代 川戸ゆかり 田中由紀子 合田徳明 神野有香 木島真紀

小根森智子 渋谷恭子 原尚子 川上恵子 中京子 髙見澤悦子

小暮さよ子 岩男壽子 谷口容子 登美ひろ美 藤田智子 長谷川恵美

大月峯子 岡田有美 内田満美子 椎野道子 倉橋恵里 前田るり子

竹野良子 柳谷テル子 今井紀代子 横山真理子 覚知絹恵 福永享子

木村八重子 山田由美子 新保照代 朱宮千英子 所澤純子 木下富喜美

山﨑春子 前田竜子 小城隆子 上田千恵 佐倉眞由美 井村富美恵

大石佳子 中村明美 柳川由紀枝 山岡淑美 鍵山多恵子 大森和恵

茨木清子 横山クミ 戸井眞弓 脇屋薫 日下部麻実 鳴澤志保

山下絵里 山口裕美子 実重淑美 酒井優子 吉満みどり 春原友花

幸谷昭子 金田恵子 伊藤裕子 友田貴世 宮路清子 橋戸郁恵

大美賀由美子 清水香 保田真寿美 水柿啓子 太田桐直子 白川鈴恵
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川口みゆき 野村淳子 玉木民子 市村知恵子 八橋三恵子 金山公子

川﨑由香理 福田千枝子 高山真美子 東崎恵子 松尾博子 関口双葉

樋上清美 竹村智子 田辺ゆみ 久岡夕子 竹嶋美夏子 明神みつ子

畑中准子 小田敬子 津葉井真紀 竹内祥子 川原久仁子 茂木万寿子

池田久子 新井好 青島朋美 岡﨑聖美 藤井なおみ 樺澤裕子

春原ゆかり 永長真弓 山下晶子 加藤幸子 若葉源英 西瀬古初子

谷田麗奈 佐藤朋子 草間かおる 村木律子 山田三恵子 平田悦子

土田恵子 福島恵美子 乙部恵子 船橋寿恵 高橋紀子 菅原良子

大久保桐子 山﨑音子 立澤美智子 井上由香 小森一恵 田中鼓

猪爪正子 関口キヨ子 岸野智子 石橋伸子 岡泰子 皆川邦子

髙竿綾子 森田芳枝 臼杵昭子 小磯梓 飛内美津子 安田ちあき

吉野啓子 古川弘子 森口美樹 野呂瀬知可 青木美佐恵 保坂順子

九鬼みどり 金城典子 三輪百合 渡辺和子 小林きよ美 佐々みさ子

真珠文子 市村英子 金胎芳子 廣塚まゆみ 黒田久恵 工藤紀美

鳴坂美和子 菊池みち子 千葉真司 山本由加利 叶内宏明 佐藤美佐子

三ヶ尻絵美 山口直子 柿原泉 小西衣都子 美奈川三枝子 糸永久美子

奥山みどり 本間妙子 本島幸美 山根禮子 小澤啓子 大原秋子

上間めぐみ 本間誠 水野敦子 山﨑郁美 松下美由紀 柳井雪江

立花忍 安達大子 三野幸治 西千明 小川孝子 森美和子

工藤成子 尾崎綾子 河野和美 田口若菜 宮島淳子 藤本清美

大澤倫子 小笠原洋子 原田世津子 村上敦子 日田安寿美 松野朋美

友清雅子 植田順子 海老原昌子 田畑順子 松永さよ子 浅野賀子

吉田倭子 鴻野美智 北内いつよ 山下昌子 小嶋智子 高沢美和子

濱添いつみ 中島敬子 三島京子 藤井康弘 垣内美代子 宅間智子

佐藤由美子 斉藤光子 藪輪由貴子 江良和美 日髙泰子 石黒清美江

石橋房江 大島富代 阿川麻美 伊藤真由美 吉部希子 下久根美樹子

鮎川ゆり子 色川木綿子 宮崎道代 大河原志保美 光嶋百合 鈴木貴江子

中村邦子 ﾀｹｳﾁｶﾖｺ 西田タマエ 池田砂都喜 武井敏美 日尾由紀子

黒田恵子 横山展子 森下誠子 伊勢和美 柳田美智子 小犬丸恭子

棚町敏子 水間奈保子 宮口礼子 鳥松あゆみ 栗原美智子 酒井菊代

橋岡マユミ 西浦優香 稲生智子 朝日浄子 竹内由里 武田美佐子

稲葉悦子 小日向栄子 山之内守子 下村佳子 吉田百合子 倉岡杏子

大塚了子 多田昌代 眞弓明子 飯泉正子 山志穂子 下久保遥

小松国子 早川文子 重松美智子 小松味代子 小松原文子 山下三香子

高橋みゆき 佐藤千章 中島洋子 末吉奈保美 村木康子 村上佐衛子

坂元由佳 島田信子 別府めぐみ 今野美弥子 草川公美子 川居初子

宮崎順子 林友紀 神田里美 佐藤幸 伊藤美香 末益禓子

中川友紀子 引田スイ 武田美智子 森仁美 井口美代子 福島徹

湯田廉子 森澤千秋 山岡利加 髙島和子 渡辺直美 小林由美

堀﨑美紀代 中井晴美 真田郁子 佐藤陽子 小島かつ子 内田和宏

宇川鈴子 増﨑昭子 門脇美和 辻智子 北原直美 柳澤亜紀

後藤亜由美 飛田和子 和田京子 岩倉麻莉 矢島美津子 杉沢肯

吉田ゆかり 川口澄子 近澤ひろみ 冨岡恵子 黒岩久美子 熊地節

長谷川祐子 冨川久美 濱田浩子 藤本弘子 山根唱子 小林幹子

矢原京子 名倉喜代子 竹田広子 仲野由美子 髙橋久子 神尾哲子

奥出有美 千葉陶子 佐々木由紀子 竹本博子 佐藤里美 小松孝子

土屋倉子 松田淳 熊谷寿美 吉水裕子 佐藤和美 中村敦子

内山由美子 安原安代 堀早苗 有家孝子 青木祐子 柳原須美子

重富百合子 峰川貴美子 山田三智子 福重知子 刈谷良恵 田村敦子

国松鈴子 池田和子 井手真美 石川高一 平中久美子 佐々木ひとみ
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椿谷友佳子 髙原美鹿 岡藤陽子 藤村葉子 北山富士子 山口貴子

長谷部朋子 木本佳代子 鈴木麻里子 宮里睦美 早瀬美香 門前聡子

石川孝子 坂本八千代 松田眞理 五十嵐めぐみ 岸下宏美 森松恵子

鈴木陽子 山内一枝 丹波眞代 野崎裕子 田口晴加 森恵見

後藤富美子 西田かおり 江畑由紀子 杉左近弥生 江尻愉香子 百木華奈子

斉藤花子 鈴木正敏 小原久永 清川ひろみ 東本真紀子 村田佳織

瀧澤百美子 澤村友紀子 髙野光枝 伊藤文代 三上三千代 水林さとみ

三浦玲子 石倉知美 吉田弘子 小林香織 水津彩香 水嶋眞由美

髙木美由紀 小松千佳子 富田眸 大塚万愉実 坪内淳子 松田光代

武富弘恵 柿島穂津美 野津秀美 近藤亜希 梅村早織 増田麻里子

椙島章子 村山ひとみ 由田克士 中村梨沙 左近幸恵 巻下良枝

守谷加代子 長谷川裕子 山並妙子 村上幸知恵 内藤美和 前田みゆき

亀山千枝子 八木成子 藤井郁恵 中川友里 山田実果 前田知美

山本智美 小林瑠実 桝上光枝 小川みちよ 松崎悦子 藤野和美

泉美知子 森本峰子 有山由紀子 伊藤まみ 川口智絵 藤田梨恵

荒井礼子 石原廣子 藤原宣子 西田博樹 吉川美奈 廣田由佳

秋山知江 西谷倫子 田中郁江 田村比呂美 相木祐子 橋本理可

小野浩子 戸梶博子 黒田裕子 中谷悠希 西田恭子 野路宏子

高橋育子 羽根田知栄子 佐々木晴子 石川貴美 鈴木智子 中村ゆかり

吉田明子 山本福子 武田全子 佐々木美佳子 宮本真実 中村照子

小松留美 竹内香乃 山本綏津子 永坂小夜子 慶家喜美恵 中川朋美

小林昌子 田澤悦子 長谷川由紀子 池端順子 小木曽幸江 内藤亜依

有冨琴美 田中留美子 佐々木三津子 岩崎範子 松本和子 冨坂由美子

中軽米聡子 山田桐絵 藤原久美子 佐々木美紀 茶谷幸子 徳山恭子

清水英都子 松尾由美子 南雲祐紀 松田順子 杉谷ますみ 辻さとみ

安武文子 渡邉由香 吉田紀子 宮崎由紀 松田光代 塚田明美

野本亜希 鈴木和子 加藤薫子 長野美佳 青木けい子 築田沙耶佳

新名慶子 岡部哲子 下山雅美 鷲田弘子 山下比佐代 竹内佐織

工藤美奈 山内冨子 泉之乃 山本万理子 田中範子 竹内和代

永野由紀子 丹治革 下園房子 山内佳代子 竹内佐織 武井ちひろ

山本光子 出口敦子 中島由美子 倍野雅美 佐々木香織 高柳厚子

佐藤真由美 大塚恵美子 神野典子 野口千佳 北村夕子 高橋里美

安部美恵子 藤田真由美 平瀬美絵 玉村美佳 河合梨奈 高木明美

大知千江子 伊富喜頼子 一倉知佐子 加藤みえ子 吉岡久美子 砂博子

長谷川美代 丸山あけみ 二関悦子 山口多鶴子 村下佳苗 白潟初実

長滝文子 向本和代 坂巻路可 松田芳子 松永裕子 冶部香代子

藤田正隆 寺田和子 町田惠子 大濃麗子 浅井美幸 柴田恵理子

垣原育代 山下敦子 林絵理 前田知恵子 大塚理恵 佐々木恵美

空閑康子 ト部弘子 福山君子 横山和代 高井祐美子 佐々木智子

宮岡泰代 松永直美 中曽根るみ 朝井照子 久世浩江 小原奏

谷口智子 鳥山増美 高野紀子 四谷真弓 谷依子 小堂典子

岩間紀子 有田朋子 武田ミキ子 山田友香 松宮幸子 桑野洋子

十河五月 倉橋百合子 水沢豊美 酒井寛子 分身三枝子 久保智美

杉山亜紀子 米山一穂 山本照子 前川裕香 吉村眞理子 木曽純子

逸見妙子 黒澤恵美子 市丸清美 伊豆蔵由紀恵 吉田亮子 川田利恵

橋本ゆりか 渡辺貴子 五藤由紀子 野内優子 吉田みゆき 川瀬望

重岡真美 浜野香奈 大野知子 原嶋典子 山森友子 尾崎由美

野沢育代 山口一恵 内村律子 徳山麻里 山本孝子 岡崎晶子

髙橋精子 森山直美 田中舞子 野村ふみえ 山腰真弓 大嶋みゆき

萩原幸江 熊谷麻希 田中文子 田村和美 山口ゆき 大久保祐子
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内田まり子 坂口絵美 田中恵美子 安井典子 本間郁子 小島洋子

上田鈴代 森川渚 梶浦美恵子 堀栄子 登美ひろ美 北出宏予

岩崎範子 藪静 富田紘子 水野洋子 辻本好江 吉田公子

石本麗子 杉本美鶴 金子京子 米田三和子 佐藤さとみ 藤澤菜美子

石田真弓 坂本早苗 麦生田直子 前川恵子 新木みい子 清水瑠美子

石川貴美 塚崎千香 成清愛子 帆角洋子 坂下雅美 石川仁子

飯田あゆみ 小林眞弓 稲田玲子 三田陽子 北昌世 安達礼実

明間順子 高尾聖子 大森径代 川崎明恵 橋智弥乃 小川みちよ

浅川千鶴 坂井英美 新田泰子 塩谷久美 坂井恵美子 榎本博美

青山涼一 清水諭美 鈴木一恵 濱口優子 金谷浩代 湯口誉志恵

斎藤可奈子 竹田奈穂美 下井富二子 相良多喜子 岡本みどり 佐々木美紀

谷口としえ 中川真樹子 駿河明子 表ひとみ 坂瀬孝子 栗田啓子

田中陽子 山岸照美 堀木照子 脇水玲子 藤川千恵子 大森陽子

廣瀬みどり 榎本博美 田中順子 松本喜代子 越後和恵 高橋泰子

重森喜美恵 有定真奈美 吉田弘子 奥村由美子 岡田洋子 兎澤真澄

松田直子 山本明美 谷本貴子 清水登美子 福田むつ美 松橋綾子

加藤佳奈 家根谷康子 新名良子 中村淳子 古一素江 佐藤美香子

土山実紀 三森真由美 田口早苗 寺西良子 中田典枝 伊藤由美子

今井里衣 山本まゆみ 梅田敦子 近藤真里子 石原真衣 菅原修

宮下真理子 中野愛佳 髙澤博道 東美弥 穴川桂子 鐙美環

牧野尚恵 福島順子 安光良子 山本妙子 四柳浩子 池田祐子

橋本小百合 斉藤郁子 黒川有美子 炭田幸代 善名民子 大久保典子

斎藤宏子 川鰭毛登子 齊藤ユキ子 土田和永 戸田洋美 赤井英子

北野殊代 前田朋美 安藤美幸 高井聡子 西野好美 林真希子

小山照代 吉田美由記 大里幸子 浦郁美 平桜博子 遠山淑子

米谷美紀 樫尾愛子 長尾五月 大根礼子 高川桂子 東あかね

澤田知佳 廣部美紀 戸野川茂子 木谷泰子 沖崎美子 市木千代子

片岡小有里 白石敬子 深沢初江 竹内静香 俵万里子

倉内真由美 福森はるみ 城山和子 秋本信子 竹田美代子

阪下直子 志田奈緒子 遠山小志津 下村比呂美 尾形由佳理

小角華央里 児島初美 山本香代 長高みゆき 横井昭代

水島郁美 印南京子 元屋雅美 大西千恵子 由水理恵

塩出麻耶子 釜萢桂 福田敬子 田中孝子 横山慶子 計　2,983名

林恵子 遠入美和子 吉田幸子 大浦葉子 水口まり子 うち6名の匿名除く

山口翔子 芝田加寿美 西村多恵子 原田範子 山本早奈恵

黒川真実 泉源 波木砂代栄 高村久代 北川淳子

加藤慶恵 飯尾美代子 田畑美千代 猪口五月 巻下友枝

小野優子 佐藤美知子 大日方澄江 松浦真弓 村松久美子

渡辺真奈美 角野愛 大岩允子 吉井由紀枝 南出昭子

久守勘司 小林典子 宮丸慶子 佐古ひとみ 手塚波子

竹田邦枝 島田郁子 水口富美江 南明美 山北里美

見好和枝 鈴木貴子 掛場清美 藤本律子 吉國厚子

松島和代 岩八重留美 森野外喜子 笹川真澄 窪田明子

佐々木千佳 本間則子 西川圭子 山森英子 南磨紀

大久保裕子 舟山妙子 中野和子 西田郁 柿本雅美

中井香苗 山口由美 橋本良子 坂上豊子 平田佐紀子

井関雅美 安永直美 道畠裕子 木島幸美 井上奈緒

大谷佳江 十河万里枝 新谷留美子 羽場登紀子 田中弘美

倉内美奈 明石淑子 石黒久美 徳丸季聡 中村喜代美

谷口孝子 宮崎由紀 佐藤千賀子 山口節子 三井悦子
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1,000,000

1,030,417

353,207

274,851

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

250,000

335,974

556,384

120,632

167,000

107,512

300,000

393,982

485,673

200,000

200,000

500,000

300,000

286,000

富山県栄養士会

兵庫県栄養士会

北海道栄養士会

栃木県栄養士会

青森県栄養士会

埼玉県栄養士会

千葉県栄養士会

東京都栄養士会

長野県栄養士会

静岡県栄養士会

愛知県栄養士会

山梨県栄養士会

広島県栄養士会

山口県栄養士会

愛媛県栄養士会

福岡県栄養士会

長崎県栄養士会

熊本県栄養士会

佐賀県栄養士会

大分県栄養士会

宮崎県栄養士会

鹿児島県栄養士会

沖縄県栄養士会

秋田県栄養士会

山形県栄養士会

高知県栄養士会

新潟県栄養士会

岐阜県栄養士会

滋賀県栄養士会

島根県栄養士会

岡山県栄養士会

香川栄養士会

②支援金額　100,000～999,999円②支援金額　100,000～999,999円②支援金額　100,000～999,999円②支援金額　100,000～999,999円

③支援金額　10,000～99,999円③支援金額　10,000～99,999円③支援金額　10,000～99,999円③支援金額　10,000～99,999円①支援金額　1,000,000円以上①支援金額　1,000,000円以上①支援金額　1,000,000円以上①支援金額　1,000,000円以上

都道府県栄養士会都道府県栄養士会都道府県栄養士会都道府県栄養士会
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1,000,000

1,000,000

3,000,000

3,000,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

300,000

400,000

株式会社群羊社

株式会社エス・ピー・ピー

信濃化学工業株式会社

一般財団法人ダノン健康・栄養普及協会

一般社団法人日本臨床栄養協会

株式会社エイチプラスビィ・ライフサ

イエンス　社員有志一同

株式会社チーム医療

株式会社タス

東洋羽毛工業株式会社

医歯薬出版株式会社

株式会社マインド

株式会社南光堂

全国病院用食材卸売業協同組合

第一出版株式会社

株式会社インターメディカル

株式会社リンクウッド

ホリカフーズ株式会社

株式会社学建書院

佐々木広告社

②支援金額　100,000～999,999円②支援金額　100,000～999,999円②支援金額　100,000～999,999円②支援金額　100,000～999,999円

③支援金額　10,000～99,999円③支援金額　10,000～99,999円③支援金額　10,000～99,999円③支援金額　10,000～99,999円

①支援金額　1,000,000円以上①支援金額　1,000,000円以上①支援金額　1,000,000円以上①支援金額　1,000,000円以上

株式会社日本医療企画

株式会社ファンケル

賛助会員賛助会員賛助会員賛助会員
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5,000,000

100,000

100,000

100,000

563,483

650,000群馬県栄養士会12支部一同

日本栄養士連盟神奈川県支部

栄養アドバイザー「萌」代表吉田英美

嶋田病院栄養科一同

福山地域活動栄養士会

足柄上在宅栄養士あじ彩の会

④支援金額　1～9,999円④支援金額　1～9,999円④支援金額　1～9,999円④支援金額　1～9,999円

長野県栄養士会伊那支部

瀬戸保健所管内栄養士

木曽町保健福祉課一同

千葉芙蓉病院一同

高知県栄養士会理事一同、連盟役員一同、元会長

新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰ栄養士一同

栗田興産株式会社

東京都栄養士連盟

日本栄養士連盟福岡県支部

労働者健康福祉機構栄養士協議会

岡山県栄養士会勝英支部

大阪府栄養士会有志

栃木県支部

山形県栄養士会事務局一同

藤井寺地域活動栄養士会オリーブ

千葉社会保険病院栄養士一同

公益財団法人昭和会　今給黎総合病院栄養管理部

日本女子大学家政学部食物学科有志一同

徳島県地域活動栄養士部会代表末田浩子

船橋市栄養士会

舞鶴赤十字病院栄養課

高知県栄養士会会員有志

長野県上伊那行政栄養士協議会

愛知県師勝保健所管内栄養士

日本栄養士連盟秋田県支部

東大阪地域活動栄養士会

諏訪岡谷地区栄養士会　矢崎明子

翔南病院栄養科

富士見高原病院　栄養科

由利本荘医師会病院栄養士

熊本県栄養士会福祉栄養士協議会代表倉原香代子

神奈川県老人保健福祉協会栄養部会

株式会社エッセン　管理栄養士

JA長野厚生連新町病院

茨城県立中央病院栄養科一同

新潟市南区栄養士一同　代表廣川孝子

島根県栄養士会島前地区会　木村理恵

岐阜県栄養士会東濃西部支部

JA長野厚生連北信総合病院

市立大町総合病院栄養室一同

③支援金額　10,000～99,999円③支援金額　10,000～99,999円③支援金額　10,000～99,999円③支援金額　10,000～99,999円

②支援金額　100,000～999,999円②支援金額　100,000～999,999円②支援金額　100,000～999,999円②支援金額　100,000～999,999円

①支援金額　1,000,000円以上①支援金額　1,000,000円以上①支援金額　1,000,000円以上①支援金額　1,000,000円以上

鹿児島純心女子大学健康栄養学科

長野市保健所

愛知県衣浦東部保健所管内栄養士会

募金箱（香川県栄養士会）

徳島県栄養士会　学校健康教育

福岡県栄養士会筑豊支部一同

三才山病院栄養科

豊橋市保健所管内栄養士一同

鹿児島市医師会病院栄養管理室

黒川地区栄養士研究会

日本栄養士会募金活動

東京都栄養士会地域活動部会会員一同

日本栄養士連盟福井県支部

東京都栄養士会地域活動部役員一同

藤田神経内科病院一同（ディーパあかねを含む栄養士一同）

大津地域栄養士の会瀬田学区「元気会」

杉の郷えぼし寮（厨房一同）

そのそのそのその他団体等他団体等他団体等他団体等
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