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北海道 濱田　望 滝川市役所 北海道

北海道 平川　綾子

北海道 諸橋　京美 釧路短期大学 北海道

青森県 渡邉　一礼 独立行政法人国立病院機構弘前総合医療センター 青森県

宮城県 近藤　亜水美 仙台市立六郷小学校 宮城県

宮城県 今野　明美 仙台市子供未来保育部 宮城県

宮城県 佐々木　千恵子 仙台市役所 宮城県

宮城県 鴫原　美智子 東北生活文化大学 宮城県

宮城県 鈴木　梨絵 株式会社メフォス 宮城県

茨城県 佐々木　要重 日本ハム株式会社　中央研究所 茨城県

茨城県 山口　悠 鹿嶋市立学校給食センター 茨城県

栃木県 池内　寛子 栃木県保健福祉部 栃木県

栃木県 大場　琴子 株式会社ハートフルキッチン 栃木県

栃木県 佐藤　貴美子 鹿沼市役所 栃木県

栃木県 中田　智子 栃木市大平学校給食センター 栃木県

埼玉県 飯野　友里恵 所沢第一病院 埼玉県

埼玉県 大林　梨花 日本赤十字医療センター 東京都

埼玉県 菅根　由美 社会医療法人　さいたま市民医療センター 埼玉県

埼玉県 毛利　優香里 飯能市役所 埼玉県

千葉県 加藤　恵子 浦安市 千葉県

千葉県 金田　恭江 国立健康・栄養研究所 東京都

千葉県 滋野　裕子 我孫子市立寿保育園 千葉県

千葉県 髙井　公美 流山市役所　高齢者支援課 千葉県

千葉県 半田　冴 千葉市役所 千葉県

千葉県 平田　木綿子 千葉市千草台保育所 千葉県

千葉県 山添　裕子 流山市役所子ども家庭部保育課 千葉県

東京都 長田　和恵

東京都 小俣　憲昭 ※認定栄養ケア・ステーション eatcoco

東京都 川島　美由紀

東京都 川村　葉香 エームサービス株式会社 東京都

東京都 北島　雅子 東京都 東京都

東京都 吉家　佳代子 エームサービス株式会社 東京都

東京都 子籠　智恵子 太陽こども病院 東京都

東京都 志田　真珠美　 アートチャイルドケア株式会社 東京都

東京都 鈴木　沙希 エームサービス株式会社 東京都

東京都 瀧　真奈美

メディケアクリニック石神井公園

※龍岡栄養けあぴっと 認定栄養ケア・ステーション

※飛鳥山 認定栄養ケア・ステーション

※メディケア 認定栄養ケア・ステーション

東京都

東京都 塚越　明美 ㈱日本レストランエンタプライズ 東京都

東京都 野中　ひとみ シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 神奈川県

東京都 野村　順子 町田市民病院 東京都
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東京都 林　典子 十文字学園女子大学 埼玉県

神奈川県 中溝　ゆかり 相模原市役所 神奈川県

神奈川県 根路銘　寿々

神奈川県 渡邉　恭枝 川崎市役所 神奈川県

山梨県 風間　智恵 社会福祉法人　境川保育園 山梨県

岐阜県 高瀬　尚子 岐阜市立茜部小学校 岐阜県

静岡県 佐野　ちえみ とも料理教室 静岡県

静岡県 關　恭子 富士市保健部地域保健課 静岡県

静岡県 原田　康子 磐田市立磐田南小学校 静岡県

愛知県 近藤　睦 豊山町豊山中学校 愛知県

愛知県 柴田　佳代子 北病院 愛知県

愛知県 高田　尚美 名古屋学芸大学 愛知県

愛知県 松尾　亜梨紗

滋賀県 坂上　一美 滋賀県立小児保健医療センター 滋賀県

大阪府 植田　由喜

兵庫県 猪本　栄子 エ－ムサ－ビス株式会社 京都府

奈良県 宮下　裕美 やまと精神医療センター 奈良県

鳥取県 星野　記史 日南町立日南中学校 鳥取県

岡山県 森山　成子 有漢荘 岡山県

徳島県 栄原　純子 徳島赤十字病院 徳島県

徳島県 曽川　美佐子 四国大学 徳島県

徳島県 高田　弘子 徳島市教育委員会 徳島県

徳島県 矢野　彩香 株式会社メフォス 東京都

香川県 市山　京子 医療法人社団仁泉会　西岡医院 香川県

香川県 橋本　理恵 甲南女子大学 兵庫県

福岡県 大下　敦子 太宰府市立　太宰府小学校 福岡県

福岡県 渕上　加寿子 飯塚市立　穂波東小学校 福岡県

福岡県 松尾　真由美 大野城市立大野北小学校 福岡県

福岡県 松本　麻衣 太宰府市立　太宰府西小学校 福岡県

大分県 高松　伸枝 別府大学 大分県

大分県 渕　範子 豊後大野市西部学校給食共同調理場 大分県

宮崎県 坂本　亜子 宮崎県立児湯るぴなす支援学校 宮崎県

＊本会会員登録情報に基づき掲載

（2023年4月7日現在）

所属栄養士会、５０音順　
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