
氏名 施設名 市町名

1 武野　弘美 認定こども園北六甲幼稚園 神戸市

2 灰谷　政之 認定こども園太陽の子保育園 神戸市

3 阿部　晴子 認定こども園ななほし保育園 神戸市

4 大西　清志 認定こども園湊川短期大学附属神陵台幼稚園 神戸市

5 宇陀　智子 幼保連携型認定こども園石屋川くるみ保育園 神戸市

6 畑尾　佳伸 幼保連携型認定こども園渦が森幼稚園 神戸市

7 是川 さおり 幼保連携型おとぎ認定こども園 神戸市

8 石岡 佑佳美 幼保連携型認定こども園甲南こども園 神戸市

9 丸尾　智子 幼保連携型認定こども園たかつか保育園 神戸市

10 大濱　建一 幼保連携型認定こども園たけのこども園 神戸市

11 稲村　夕子 幼保連携型認定こども園ちとせこども園 神戸市

12 徳山　浩一 幼保連携型認定こども園茅渟の浦幼稚園 神戸市

13 中川　博文 幼保連携型つきかげ認定こども園 神戸市

14 浅田　昌蔵 幼保連携型認定こども園東須磨愛児園 神戸市

15 北浦　高行 幼保連携型認定こども園微笑幼稚園 神戸市

16 石堂　千鶴子 神姫ひかり幼児園 姫路市

17 中塚　浩子 認定こども園船場御坊幼稚園 姫路市

18 森本　里美 津田このみ学園 姫路市

19 喜多村　幸子 姫路市こども保育課 姫路市

20 藤尾　麻紀 姫路市こども保育課 姫路市

21 池田　範子 姫路市立花田保育所 姫路市

22 溝口　早希子 三恵城山こども園 姫路市

23 正木　竜哉 瑠璃こども園 姫路市

24 榮　千晶 開明かしの木こども園 尼崎市

25 中西　陽子 くいせようちえん 尼崎市

26 本谷　慎輔 大久保保育園 明石市

27 山本　達也 山手台保育所 明石市

28 覚前　祥 東山幼稚園 西宮市

29 森田　梓 広田幼稚園 西宮市

30 上田　尚子 広田幼稚園 西宮市

31 梅村　新 私立一麦保育園 西宮市

32 髙橋　美鈴 私立西宮セリジェ保育園 西宮市

33 蓑輪　登紀子 私立日野ひかりの森こども園 西宮市

34 藤原　和子 私立やまよしKids garden 西宮市

35 西峯　見智子 幼保連携型認定こども園夙川宝プリスクール 西宮市

36 泉　恵美子 認定こども園愛光幼稚園 芦屋市

37 細川　照美 伊丹市立こうのいけ幼稚園 伊丹市

38 中務　葉子 伊丹市立こばと保育所 伊丹市

39 今村　貴子 伊丹市立桜台幼稚園 伊丹市

40 田﨑　裕子 伊丹市立ひかり保育園 伊丹市

41 二木　美知枝 長尾保育所 伊丹市
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42 中原　亜希子 認定こども園せきれい保育園 加古川市

43 中原　佳子 認定こども園せきれい保育園 加古川市

44 岸　泉 認定こども園みのりヶ丘保育園 加古川市

45 門田　明子 幼保連携型認定こども園ピュアキッズこども園 加古川市

46 石原　瑞恵 幼保連携型認定こども園ピュアキューピットこども園 加古川市

47 堀井　祐信 幼保連携型認定こども園ルナキューピットこども園 加古川市

48 村上　章江 生成幼稚園 宝塚市

49 矢田　明規 なかよし保育園 宝塚市

50 鹿野　嘉代子 清心認定こども園 三木市

51 笹倉　瑞穂 認定こども園子供の園保育園 高砂市

52 西山　雅子 みどり丘こども園 高砂市

53 加茂　文子 川西市立川西保育所 川西市

54 小林　文恵 川西市立川西幼稚園 川西市

55 中井　香津美 ちびっこ保育園キセラ 川西市

56 吉田　亜樹子 鶴之荘幼稚園 川西市

57 安藤　典子 よこやま保育園 三田市

58 松本　興資 富田保育所 加西市

59 朴　良華 ささやまめばえ保育園 丹波篠山市

60 上田　千惠 たいようこども園 養父市

61 辻　京子 認定こども園あおがき 丹波市

62 荻野　尚子 認定こども園いちじまこども園 丹波市

63 臼井　眞奈実 認定こども園ミライズにじ 丹波市

64 久井　和美 南あわじ市立伊加利こども園 南あわじ市

65 堂山　いずみ 幼保連携型認定こども園恵泉保育園 淡路市

66 中川　晋平 山崎若葉保育園 宍粟市

67 出井　美穂 加東市立加東みらいこども園 加東市

68 椎名　ますみ 加茂こども園 加東市

69 小川　明 三草こども園 加東市

70 芦野　優子 認定こども園旭こども園 たつの市

71 根本　美幸 認定こども園まことこども園 たつの市

72 河合　美保 認定こども園YMCAしろがねこども園 猪名川町

73 清水谷　法加 認定こども園あさかこども園 多可町

74 井上　美保 加古保育園 稲美町

75 脇野　陽平 蓮池保育園 播磨町

76 山本　聡子 播磨中央こども園 播磨町

77 中安　延哉 神崎保育園 神河町

78 寺本　千加子 安養保育園 太子町

79 西田　育代 幼保連携型カレナ認定こども園 太子町
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