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北海道 黒田　裕太 北翔大学 北海道

北海道 小山　奈緒美 北海道文教大学 北海道

北海道 佐々木　将太 北海道文教大学 北海道

北海道 佐藤　泰啓 医療法人社団 博仁会 大江病院 北海道

北海道 篠原　翠 藤女子大学 北海道

北海道 高氏　千秋

北海道 竹本　満寿美 株式会社LEOC 北海道

北海道 東郷　将成 旭川大学短期大学部 北海道

北海道 蜂谷　愛 天使大学 北海道

北海道 藤林　美智子 とまこまいこどもクリニック 北海道

北海道 三上　奈々 帯広畜産大学 北海道

北海道 山崎　美枝 釧路短期大学 北海道

青森県 太田　茂子 鶴田町役場 青森県

青森県 米谷　瑞紀 つがる市車力学校給食センター 青森県

岩手県 下舘　名津子 (有)ロク企画 岩手県

岩手県 徳田　惠子 岩手県立盛岡となん支援学校 岩手県

岩手県 古舘　伸郎 岩手県県央保健所 岩手県

岩手県 村上　優子

宮城県 岩田　純 仙台大学 宮城県

宮城県 太田　ゆり香 (株)エフアシスト 宮城県

宮城県 川俣　幸一 東北生活文化大学 宮城県

宮城県 丹野　久美子 宮城学院女子大学 宮城県

宮城県 本田　薫 岩沼市役所　岩沼市教育委員会　岩沼北中学校 宮城県

宮城県 山城　秋美 仙台白百合女子大学 宮城県

秋田県 宇佐美　佳奈子 株式会社タクト　秋田支店 秋田県

秋田県 長嶋　智子 城東スポーツ整形クリニック 秋田県

山形県 西田　久美子 山形県立米沢栄養大学 山形県

山形県 矢口　友理 山形大学 山形県

福島県 北島　ゆかり 介護老人保健施設　ニコニコリハビリ 福島県

福島県 佐久間　茜 公立藤田総合病院 福島県

福島県 高萩　多香野 いわき市 福島県

福島県 武田　美香 いわき市役所健康づくり推進課 福島県

福島県 武藤　真紀 二本松市安達学校給食センター 福島県

福島県 山崎　有理子 公立藤田総合病院 福島県

茨城県 柄澤　紀 日本ハム株式会社 茨城県

茨城県 近藤　衣美 日本学術振興会/筑波大学 茨城県

茨城県 田井　勇毅 茨城キリスト教大学 茨城県

茨城県 増尾　知明 ひげた食品株式会社

茨城県 八巻　法子 日本ハム株式会社　中央研究所 茨城県

栃木県 阿久津　由美子
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栃木県 大津　智仁 宇都宮文星短期大学 栃木県

栃木県 大畠　昌枝 足利市立三重小学校 栃木県

栃木県 加川　由佳 一般社団法人労働保健協会 東京都

栃木県 鈴木　いづみ とちぎスポーツ医科学センター 栃木県

栃木県 富田　悦子

栃木県 廣瀬　純子 宇都宮市保健所 栃木県

栃木県 星野　美加 小山整形外科内科 栃木県

栃木県 類家　万里 ホテル　エピナール那須 栃木県

群馬県 飯野　直美 安中市立原市小学校 群馬県

群馬県 井上　瞳 高崎健康福祉大学 群馬県

群馬県 大石　恵

群馬県 木村　典代 高崎健康福祉大学 群馬県

群馬県 高橋　泰子

群馬県 丸山　まいみ

埼玉県 天方　一匡 株式会社ヤクルト球団 埼玉県

埼玉県 伊東　順太 城西大学 埼玉県

埼玉県 井村　あや 第一生命保険株式会社 東京都

埼玉県 岩澤　茉莉子 女子栄養大学栄養科学研究所 埼玉県

埼玉県 遠藤　良江 ※認定栄養ケア・ステーション 特定非営利活動法人オレンジステーション

埼玉県 梶原　一美

埼玉県 金子　香織

埼玉県 亀井　明子 国立スポーツ科学センター 東京都

埼玉県 小河原　佳子 武蔵丘短期大学 埼玉県

埼玉県 斉藤　裕子 株式会社ドーム

埼玉県 佐藤　尚子 シダックスコントラクトフードサービス株式会社 東京都

埼玉県 佐藤　春香 ※認定栄養ケア・ステーション 特定非営利活動法人オレンジステーション

埼玉県 渋谷　理恵 株式会社タニタヘルスリンク 東京都

埼玉県 高井　恵理 ハイパフォーマンススポーツセンター 東京都

埼玉県 髙橋　佳奈

埼玉県 恒任　直美 シダックスフードサービス株式会社　聖路加国際病院店 東京都

埼玉県 渡口　槙子 独立行政法人日本スポーツ振興センター 東京都

埼玉県 長橋　あゆみ 医療法人社団宏礼会　塚原デンタルクリニック 東京都

埼玉県 堀江　尚子 久喜市立鷲宮中学校 埼玉県

埼玉県 渡邊　香緒里 With K Support 埼玉県

千葉県 岩井　弘美 黄内科 千葉県

千葉県 尾出　翔子 株式会社 東京天竜 東京都

千葉県 大泉　寛子 ジェフユナイテッド株式会社 千葉県

千葉県 加藤　恵子 浦安市 千葉県

千葉県 高橋　直子 日本通運健康保険組合 東京都

千葉県 本　国子 聖徳大学 千葉県
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千葉県 柳沢　香絵 相模女子大学 神奈川県

千葉県 吉田　あゆみ

東京都 石井　美子 国立スポーツ科学センター 東京都

東京都 石橋　彩

東京都 井上　蕗子 

東京都 井上　佑夏 町田市立鶴川第三小学校 東京都

東京都 上木　明子 順天堂大学医学部附属順天堂医院 東京都

東京都 殖田　友子 桐蔭横浜大学 神奈川県

東京都 上野　敦子 防衛省  陸上自衛隊  衛生学校 東京都

東京都 上野　真子 昭和女子大学 東京都

東京都 上原　千恵子 学校法人香川栄養学園 東京都

東京都 内野　美恵 東京家政大学　ヒューマンライフ支援センター 東京都

東京都 梅本　香菜子 フジ産業株式会社 東京都

東京都 江夏　直子 一般財団法人明治安田健康開発財団 東京都

東京都 蛯原　啓子 用賀アーバンクリニック 東京都

東京都 大畑　好美 森永製菓株式会社 東京都

東京都 岡庭　大毅 新宿区立柏木小学校 東京都

東京都 岡本　香 エームサービス株式会社 東京都

東京都 奥村　由貴

東京都 加藤　千穂 神奈川県立保健福祉大学 神奈川県

東京都 亀本　佳世子 大阪公立大学大学院 大阪府

東京都 岸　昌代 東京家政大学 東京都

東京都 清原　知子 日清オイリオグループ株式会社 東京都

東京都 工藤　麻実 東邦薬品株式会社 東京都

東京都 黒澤　駒里 エームサービス株式会社 東京都

東京都 小池(秋濱)　梨絵 森永乳業株式会社 神奈川県

東京都 小池　清美

東京都 小池　友美恵 高山整形外科病院 東京都

東京都 小清水　孝子 学校法人　大妻学院　大妻女子大学　大妻女子大学短期大学部　大妻中学校　大妻高等学校 東京都

東京都 御所園　実花 早稲田大学スポーツ科学学術院 埼玉県

東京都 児玉　純子 陸上自衛隊 東京都

東京都 小西　可奈 東洋大学 群馬県

東京都 古旗　照美 オフィス　しょくスポーツ 東京都

東京都 小林　唯 國學院大學 神奈川県

東京都 近藤　知佳 国立スポーツ科学センター 東京都

東京都 齋藤　るみ 文部科学省 東京都

東京都 佐藤　愛 森永製菓株式会社inトレーニングラボ 東京都

東京都 佐藤　睦美

東京都 猿田　綸咲 東京医療保健大学 東京都

東京都 澤野　理恵子 plus N 埼玉県
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東京都 新生　暁子

東京都 鈴木　沙希 エームサービス株式会社 東京都

東京都 砂川　直子 株式会社グリーンハウス 東京都

東京都 関場　優生奈 株式会社リエイ 千葉県

東京都 銭　咲翔 森永製菓株式会社 神奈川県

東京都 曽我部　夏子 駒沢女子大学 東京都

東京都 髙須　希代 特定非営利活動法人　みんなの食育 東京都

東京都 高田　和子 東京農業大学 東京都

東京都 髙梨　麗 株式会社明治 東京都

東京都 高橋　文子 エームサービス（株） 東京都

東京都 田口　圭子 株式会社　なの花東日本 東京都

東京都 田口　素子 早稲田大学スポーツ科学学術院 埼玉県

東京都 竹畠　知里 エームサービス株式会社 東京都

東京都 田澤　梓

東京都 辰田　和佳子 日本大学 東京都

東京都 田中　愛子 AuB株式会社 東京都

東京都 田中　智美 田中智美 東京都

東京都 丹田　みちよ 株式会社シダックスコントラクトフードサービス 東京都

東京都 千葉　響子 薬樹株式会社 東京都

東京都 寺尾　美佳 株式会社コーディスポーツ 東京都

東京都 戸田　遥子

東京都 中川　幸子 服部栄養専門学校 東京都

東京都 長坂　聡子 （株）楽天野球団 宮城県

東京都 仲山　七虹 株式会社LEOC 東京都

東京都 奈良　典子 実践女子大学 東京都

東京都 西山　英子 エームサービス株式会社 東京都

東京都 乳井　優生

東京都 野﨑　久美 国立スポーツ科学センター 東京都

東京都 橋本　玲子 ㈱Ｆｏｏｄ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ 東京都

東京都 原　彬子

東京都 平川　佳代子 （株）LEOC 東京都

東京都 平田　絵里 エームサービス関東株式会社 埼玉県

東京都 深谷　理絵 株式会社ユーグレナ 東京都

東京都 福田　志津可 株式会社馬渕商事 東京都

東京都 藤井　瑞恵 帝京大学スポーツ医科学センター 東京都

東京都 本田　理恵子 株式会社タニタヘルスリンク 東京都

東京都 増田　雄 荒川区立諏訪台中学校 東京都

東京都 町田　美香

東京都 松岡　未希子 エームサービス株式会社 東京都

東京都 松田　幸子 Total Wellness Consulting 東京都
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東京都 松本　恵 日本文学文理学部 東京都

東京都 宮本　和代 コナミスポーツ株式会社 東京都

東京都 三好　友香 森永製菓株式会社 東京都

東京都 村上　郷子 エームサービス株式会社 東京都

東京都 村田　浩子 十文字学園女子大学 埼玉県

東京都 元永(南間)　恵子

東京都 薮田　望 エームサービス株式会社味の素ナショナルトレーニングセンター 東京都

東京都 山口　理羅 株式会社LEOC 東京都

東京都 山田　聡子

東京都 山田　志織 フリーランス 東京都

東京都 吉本　寛那 （株）ファミリークッキングスークール 東京都

東京都 和田　由吏 東京都立北療育医療センター 東京都

東京都 渡辺　千穂

神奈川県 安達　瑞保 日本体育大学 東京都

神奈川県 阿部　江美 合同会社レフティー 神奈川県

神奈川県 石川　真由美 株式会社LEOC 東京都

神奈川県 市川　佳世 神奈川県小田原保健福祉事務所 神奈川県

神奈川県 今井　愛 株式会社リカバリータイムズ 神奈川県

神奈川県 大滝　千香子 横浜リゾート＆スポーツ専門学校 神奈川県

神奈川県 帰山　由佳

神奈川県 葛西　真弓

神奈川県 片岡　沙織 神奈川県立保健福祉大学 神奈川県

神奈川県 神谷　優花 エームサービス(株) 神奈川県

神奈川県 熊谷　芽 社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団 神奈川県

神奈川県 古賀　恵 厚生労働省 東京都

神奈川県 金剛地　舞妃 森永製菓㈱ 東京都

神奈川県 坂本　美沙子 株式会社DNS 東京都

神奈川県 作田　雅子

神奈川県 佐藤　郁子 順天堂大学医学部附属順天堂医院 東京都

神奈川県 芝田　美砂 シーガルアカデミー（個人事業） 神奈川県

神奈川県 鈴木　里美 横浜ＤｅＮＡベイスターズ 神奈川県

神奈川県 鈴木　志保子 神奈川県立保健福祉大学 神奈川県

神奈川県 鈴木　佳子 神奈川県厚木保健福祉事務所大和センター 神奈川県

神奈川県 清野　隼 筑波大学 東京都

神奈川県 関根　豊子 株式会社　ＬＥＯＣ 東京都

神奈川県 高木　久見子 横浜市スポーツ医科学センター 神奈川県

神奈川県 高梨　淳子 株式会社　明治 東京都

神奈川県 常住　汐里 国立スポーツ科学センター 東京都

神奈川県 寺田　理恵 ㈱ＬＥＯＣ 大阪府

神奈川県 堂谷　真衣 シダックス株式会社 東京都
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神奈川県 中村　みどり

神奈川県 永山　恵美子 シダックス㈱ 東京都

神奈川県 橋本　千佳 ㈱ＬＥＯＣ 東京都

神奈川県 藤井　紀美子 （株）Eフィットウィル 神奈川県

神奈川県 松本　里美 国家公務員共済組合連合会　横浜南共済病院 神奈川県

神奈川県 港屋　ますみ 宇宙航空研究開発機構 茨城県

神奈川県 森　涼絵 介護予防総合センター 東京都

神奈川県 吉田　敦子 東京健康科学専門学校 東京都

新潟県 石墨　清美江 新潟日報カルチャースクール 新潟県

新潟県 伊藤　直美 （学）国際総合学園　アップルスポーツカレッジ 新潟県

新潟県 伊藤　久子

新潟県 宇佐美　知代 新潟経営大学 新潟県

新潟県 大石　浩士 上越市役所 新潟県

新潟県 押味　真里菜 医療法人社団 みよし会介護老人保健施設 ケアポートすなやま 新潟県

新潟県 齊藤　公二 新潟市立桃山小学校 新潟県

新潟県 佐藤　晶子 新潟医療福祉大学 新潟県

新潟県 曽根　美奈子 新潟県立リウマチセンター 新潟県

新潟県 長谷川　直子 フリーランス 新潟県

新潟県 廣川　玲子

新潟県 三留　美和 新潟県健康づくり・スポーツ医学センター 新潟県

新潟県 山川　琴栄 公益社団法人新潟県栄養士会 新潟県

富山県 五十嵐　小百合

富山県 清水　雅恵 富山市立五福小学校 富山県

富山県 舘川　美貴子

富山県 鶴澤　美咲 南砺市福光保健センター 富山県

富山県 米山　綾香 YKK AP㈱

石川県 中﨑　衣美 公益財団法人　北陸体力科学研究所 石川県

石川県 村上　裕佳子 小松市稚松小学校 石川県

福井県 五十嵐　めぐみ 福井県立病院 福井県

福井県 菅原　沙織 おおい町立本郷小学校 福井県

福井県 竹内　早希 坂井市立春江中学校（春江坂井学校給食センター） 福井県

福井県 田中　範子 福井県教育庁保健体育課 福井県

山梨県 大柴　由紀 山梨学院大学 山梨県

山梨県 鈴木　睦代 山梨学院短期大学 山梨県

山梨県 西尾　華江

山梨県 山下　真澄 甲府市役所 山梨県

山梨県 吉野　昌恵 山梨学院大学 山梨県

長野県 大森　恵美 松本大学 長野県

長野県 沖本　玲子 全国健康保険協会 長野県

長野県 上條　治子 魚国総本社松本事務所 長野県
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長野県 河口　友佳 株式会社　やまびこスケートの森 長野県

長野県 島田　まゆみ 長野市社会事業協会　児童発達支援センターにじいろキッズらいふ 長野県

長野県 高橋　和子 長野県教育委員会 長野県

長野県 長谷川　尋之 松本大学 長野県

長野県 藤森　陽子 やまびこスケートの森 長野県

長野県 堀内　真由美

長野県 丸山　彩音 松本市役所 長野県

長野県 吉岡　由美

岐阜県 馬淵　恵 FRＥＣ株式会社 岐阜県

岐阜県 森　映子 いびレディースクリニック 岐阜県

静岡県 青島　千恵 栄養工房　Ciao 静岡県

静岡県 石井　浩子

静岡県 勝又　瞳 エームサービス株式会社 静岡県

静岡県 河合　明音

静岡県 河村　美樹 HPCJC 静岡県

静岡県 河原﨑　裕香 御前崎市役所 静岡県

静岡県 神戸　絹代 東海学園大学　 愛知県

静岡県 小山　ゆう 日本大学短期大学部食物栄養学科 静岡県

静岡県 齋藤　智子 静岡県立大学短期大学部 静岡県

静岡県 酒井　英彰 （株）杏林堂薬局 静岡県

静岡県 杉本　愛季

静岡県 田村　さやか

静岡県 野中　千ひろ 森永乳業（株） 静岡県

静岡県 日向　訓子 株式会社LAG 静岡県

静岡県 松本　恵美子 シダックスコントラクトフードサービス㈱ 静岡県

静岡県 村井　美保子

愛知県 安藤　大貴

愛知県 上野　秀美 航空自衛隊小牧基地 愛知県

愛知県 大野　千秋 広瀬内科クリニック 愛知県

愛知県 大埜　礼華 愛知淑徳大学 愛知県

愛知県 小川　静香

愛知県 尾澤　真紀 名古屋グランパス 愛知県

愛知県 加茂　友季子

愛知県 甲田　道子 中部大学 愛知県

愛知県 重田　玲子 豊田市立加納小学校、豊田市北部給食センター 愛知県

愛知県 杉島　有希 至学館大学 愛知県

愛知県 野間　千里 社会福祉法人　桂福祉会　千種ピッコロ保育園 愛知県

愛知県 福島　薫 （株）名古屋グランパスエイト 愛知県

愛知県 古田　沙織 やまだ形成外科内分泌内科クリニック 愛知県

愛知県 森田　有貴 高橋ファミリークリニック 愛知県
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愛知県 山本　和恵 日本福祉大学 愛知県

愛知県 山本　麻希 国立長寿医療研究センター 愛知県

愛知県 吉山　千絵美 株式会社ＬＥＯＣ 愛知県

愛知県 若原　綾

三重県 小野　はるみ

三重県 櫻井　智美

滋賀県 海老　久美子 立命館大学 滋賀県

滋賀県 河村　亜希

滋賀県 小寺　　智美

滋賀県 首藤　由佳 立命館守大学

滋賀県 田中　絢 地域医療機能推進機構　滋賀病院 滋賀県

滋賀県 松島　佳子

滋賀県 松村　由桂

滋賀県 守屋　誠子

滋賀県 山本　希 彦根市役所 滋賀県

京都府 小川　貴美子 京都府立身障センター附属リハビリ病院

京都府 伊藤　鞠枝

京都府 小山　ひとみ 京都市教育委員会 京都府

京都府 澤野　千春 株式会社ワコール 京都府

京都府 中村　由紀 （有）ヘルスサポート 京都府

京都府 増田　友輔 京都栄養医療専門学校 京都府

京都府 宮﨑　志帆

京都府 吉岡　美子 京都産業大学 京都府

大阪府 蘆田　典子 神戸大学医学部附属病院 兵庫県

大阪府 市政　雅美 泉南郡田尻町立小学校 大阪府

大阪府 惠美　真子 羽衣国際大学 大阪府

大阪府 加藤　亜由美 株式会社ＯＴＯＭＯ 大阪府

大阪府 角野　章子 医療法人はぁとふる 大阪府

大阪府 川岸　奈央 日本ハム株式会社 茨城県

大阪府 近藤　有季

大阪府 酒井　美緒 株式会社スポーツフィールド 大阪府

大阪府 佐藤　光美 株式会社　ＯＴＯＭＯ 大阪府

大阪府 谷　明香 龍谷大学 滋賀県

大阪府 津吉　哲士 大阪国際大学 大阪府

大阪府 成田　厚子 ニュートリア 大阪府

大阪府 保延　宏美 梅花高等学校 大阪府

大阪府 松宮　さおり ダイハツ工業株式会社 大阪府

大阪府 矢澤　彩香 大阪公立大学 大阪府

兵庫県 足立　路代 丹波市役所　健康福祉部　介護保険課（丹波市高齢者あんしんセンター） 兵庫県

兵庫県 井原　瑞貴 株式会社アーチ 静岡県
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兵庫県 植杉　優一 学校法人　武庫川学院 兵庫県

兵庫県 岡本　恵 株式会社マルタマフーズ 大阪府

兵庫県 釜本　恵美

兵庫県 小西　彩 姫路市役所 兵庫県

兵庫県 井上　なぎさ

兵庫県 清水　聡子 ウオクニ株式会社 兵庫県

兵庫県 下村　有佳里

兵庫県 丁子　美紀 西川整形外科リハビリクリニック 兵庫県

兵庫県 平原　麻衣子 西宮市立大社中学校 兵庫県

兵庫県 平郡　玲子 兵庫大学 兵庫県

兵庫県 松本　範子 園田学園女子大学 兵庫県

兵庫県 吉居　尚美

兵庫県 吉谷　佳代

奈良県 南　章子 天理大学 奈良県

奈良県 明神　千穂 近畿大学 奈良県

奈良県 餅　美知子 園田学園女子大学 兵庫県

和歌山県 小出　夕起 田辺市役所 和歌山県

和歌山県 村上　知子

鳥取県 西谷　留美子 医療法人財団共済会　清水病院 鳥取県

鳥取県 山田　恭子 清水病院 鳥取県

島根県 石川　香織 松本医院 島根県

島根県 佐々木　久美

岡山県 石井　愉子 エームサービス（株） 岡山県

岡山県 影山　鈴美

岡山県 影山　智絵 くらしき作陽大学 岡山県

岡山県 多田　ルミ恵 日清医療食品（株） 岡山県

岡山県 内藤　佐和 倉敷芸術科学大学 岡山県

岡山県 入谷　尚美

岡山県 福高　聖子 倉敷市教育委員会 岡山県

岡山県 保科　圭汰 環太平洋大学 岡山県

岡山県 真鍋　芳江 中国学園大学 岡山県

岡山県 矢田貝　智恵子 倉敷芸術科学大学 岡山県

岡山県 若林　智子 シダックス（株） 広島県

広島県 伊藤　あゆみ

広島県 上原　寛恵 サカ緑井病院 広島県

広島県 沖原　舞 医療法人社団　飛翔会 広島県

広島県 加治　愛 株式会社　明治　中四国支社 広島県

広島県 梶井　里恵 広島国際大学 広島県

広島県 耒田　美紀 安田女子大学 広島県

広島県 馬明　真梨子 自営業
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山口県 柴田　至且 スナッピー 山口県

山口県 中村　由佳里 公益財団法人 山口県体育協会 山口県

山口県 原田　恭子 さんふらわあクリニック 山口県

徳島県 開元　多恵 四国大学 徳島県

徳島県 前川　ひろみ 地方独立行政法人　徳島県鳴門病院 徳島県

徳島県 村上　亜弥子 四国大学 徳島県

徳島県 森　博康 徳島大学 徳島県

香川県 池内　夕起子 高松市立円座小学校 香川県

香川県 石尾　れいこ 社会福祉法人 白樺福祉会 白樺保育園 香川県

愛媛県 今川　弥生 株式会社　ヘルシープラネット 愛媛県

愛媛県 上田　眞知子

愛媛県 宇佐　亮子 (株)　ヘルシープラネット 愛媛県

愛媛県 大田　美香 スポーツニュートリションＭ 愛媛県

愛媛県 栗原　和也 松山東雲短期大学 愛媛県

愛媛県 堺原　千惠 栄養コンシェル合同会社 愛媛県

愛媛県 清水　美詠 医療法人歯っぴーごうだおとなこども歯科 香川県

愛媛県 濱西　美幸 今治市立常盤小学校 愛媛県

愛媛県 兵頭　よし子

高知県 大坪　豊寿 田中整形外科病院 高知県

高知県 徳廣　瑞紀 川田整形外科 高知県

福岡県 石田　美奈津 株式会社LEOC 福岡県

福岡県 市川　麻美子 帝京大学 東京都

福岡県 岩屋　佳代 エームサービス(株) 熊本県

福岡県 後藤　優子

福岡県 坂本　麻美

福岡県 静間　佳代子 株式会社キャリアビジョン 福岡県

福岡県 辻　優

福岡県 西村　貴子 西南女学院大学 福岡県

福岡県 濱田　綾子 中村学園事業部 福岡県

福岡県 室井　由起子 九州栄養福祉大学 福岡県

福岡県 和田　美和 わだ整骨院 福岡県

福岡県 和田　縁 株式会社明治 福岡県

佐賀県 川原田　華織 佐賀市役所 佐賀県

佐賀県 雪正　美和子 株式会社戸上電機製作所 佐賀県

長崎県 出口　由紀 五島市国保健康政策課 長崎県

長崎県 浦　晶子 医療法人健正会　大久保病院 長崎県

長崎県 小田　和人 長崎国際大学健康管理学部 長崎県

長崎県 外山　信子 長崎スポーツ栄養研究会 長崎県

熊本県 江口　さとみ

熊本県 櫛山　忍 御船小学校 熊本県
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熊本県 野嶋　義文 天草市立牛深市民病院 熊本県

大分県 吉良　明代
社会医療法人敬和会　大分岡病院

※すばる 認定栄養ケア・ステーション
大分県

大分県 後藤　美奈

大分県 銅城　順子 大分県地域成人病検診センター 大分県

鹿児島県 今村　佳代子 鹿児島純心女子大学 鹿児島県

鹿児島県 後藤　璃依 霧島青寿園 鹿児島県

鹿児島県 坂口　望

鹿児島県 四反田　美咲 むらたクリニック 鹿児島県

鹿児島県 田畑　綾美
㈱ＫＡＧＯ食スポーツ

※認定栄養ケア・ステーション　かごしょくHealthCare
鹿児島県

鹿児島県 長島　未央子 鹿屋体育大学体育学部 鹿児島県

鹿児島県 原田　凪 鹿屋体育大学 鹿児島県

鹿児島県 久永　まゆみ 鹿児島純心女子大学 鹿児島県

鹿児島県 横山　笑子 みつお産婦人科 鹿児島県

沖縄県 大城　ちか子 琉球大学病院 沖縄県

沖縄県 友利　由希 ロクト整形外科クリニック 沖縄県

＊本会会員登録情報に基づき掲載

（2022年6月29日現在）

所属栄養士会、５０音順　
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