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1 企業 愛宕商事（株） 旅行事業部 事業部長 田中　湖雄

2 企業 （株）ICSコンベンションデザイン　 コンベンション総合研究所 所長 太田　正隆

3 企業 アセット・インベスターズ（株） 小林　勇

4 企業 （株）ANA総合研究所 代表取締役社長 浜田　健一郎

5 企業 （株）ANA総合研究所 主席研究員 山路　顕

6 企業 （株）ANA総合研究所 主席研究員 新谷　恵子

7 企業 （株）ANA総合研究所 主席研究員 榎本　通也

8 企業 （株）ANA総合研究所 主席研究員 神尾　清隆

9 企業 （株）ANA総合研究所 主席研究員 工藤　政博

10 企業 （株）ANA総合研究所 主席部員 宗　敏光

11 企業 有限責任事業組合エニィウェア 中川　浩一

12 企業 （株）エムアンドカンパニイ 代表 菊池　優希

13 企業 （株）エル・ティー・エス 代表取締役 樺島　弘明

14 企業 （株）エル・ティー・エス 取締役 吉田　悦章

15 企業 （株）エル・ティー・エス エグゼクティブコンサルタント 曽我　太郎

16 企業 （株）オリエンタルランド　 事業開発センター 岸　将

17 企業 （株）オリエンタルランド　 事業開発センター 中村　達也

18 企業 （株）オレンジマーケティングサービスジャパン　 営業部 副部長 山中　一茂

19 企業 観光進化研究所 代表 小林　天心

20 企業 関西環境システム 代表 北川原　良雄

21 企業 近畿日本ツーリスト（株）　 旅行事業創発本部 部長　国際旅行担当 山崎　佳彦

22 企業 近畿日本ツーリスト（株）　 旅行事業創発本部 地域振興担当業務課長 黒田　裕治

23 企業 （株）ココイオス 常務取締役 橋爪　一久

24 企業 （株）ココイオス 業務専任役 吉田　健一

25 企業 （株）コミュニカ 代表取締役 廣岡　研一

26 企業 サービス・ツーリズム産業労働組合連合会 政策局長 杉崎　勇一

27 企業 サービス・ツーリズム産業労働組合連合会 政策局次長 出沼　正史

28 企業 さかえ屋呉服店 代表 越智　香保利

29 企業 （株）ジェイティービー 代表取締役社長 田川　博己

30 企業 （株）ジェイティービー　 総務部 総務担当部長 風間　欣人

31 企業 （株）ジェイティービー 人事企画部 人事企画担当部長 山添　信俊

32 企業 （株）JTB首都圏　 東日本国内商品事業部 仕入企画担当課長 陣内　裕樹

33 企業 （株）JTB首都圏 鷲塚　智紀

34 企業 （株）ＪＴＢ法人東京 営業ＧＬ 櫻井　康一

35 企業 （株）JTBワールドバケーションズ チームマネージャー 岡本　一哉

36 企業 上越はつらつ元気塾 代表 渡邉　隆

37 企業 （株）スコープ・インターナショナル 代表取締役社長 宮浦　嘉造

38 企業 （株）スコープ・インターナショナル 常務取締役 高野　一彦

39 企業 （株）スコープ・インターナショナル 高橋　美帆

40 企業 全日本空輸（株）　 営業推進本部 担当部長 前谷　義隆

41 企業 チカライシ　アンド　カンパニー（株） シニアアソシエイト 数住　伸一

42 企業 中央開発（株） 副長 芦田　天樹

43 企業 綱八 土井　博美

44 企業 （株）ティー・ゲート リーダー 竹田　英樹

45 企業 手島観光研究所 代表 手島　廉幸

46 企業 （株）電通 スーパーバイザー 藤本　旬

47 企業 東武トラベル（株） 副部長 篠原　靖

48 企業 西鉄旅行（株） 課長 熊井　健

49 企業 （株）日本開発サービス 主任研究員 佐久間　征夫

50 企業 （株）日本航空インターナショナル マネージャー 二木　真

51 企業 （株）日本航空インターナショナル アシスタントマネージャー 福島　志幸

52 企業 日本ユニシス（株） 渉外担当チーフ・スペシャリスト 伊田　正一

53 企業 日本ユニシス（株）　 政策推進センター チーフ・スペシャリスト 澤田　雅広

54 企業 （株）ネバーランドインターナショナル 代表取締役 宮崎　雅代

55 企業 （株）博報堂 アカウントスーパーバイザー 加藤　丈晴

56 企業 （株）博報堂 アカウントディレクター 諏訪部　裕美

57 企業 （有）ピーエヌジージャパン 代表取締役 山辺　登

58 企業 東日本旅客鉄道（株）　 経営企画部 課長 利根川　知子
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59 企業 東日本旅客鉄道（株）　 経営企画部　 副課長 大川戸　修二

60 企業 東日本旅客鉄（株） 佐藤　浩之

61 企業 （株）ファイネックス　 attＪＡＰＡＮ編集長 原　陽子

62 企業 富士通（株） 課長 岩崎　孝一

63 企業 ポータル・ジャパン（株） 代表取締役 村山　慶輔

64 企業 ポータル・ジャパン（株） 倉持　啓子

65 企業 （株）三菱総合研究所　 主任研究員 宮崎　俊哉

66 企業 （株）三菱総合研究所 鵜飼　宏考

67 宿泊施設 行燈旅館 代表取締役 石井　敏子

68 宿泊施設 （株）カヌチャベイリゾート 代表取締役社長 白石　武博

69 宿泊施設 ジャパン・ホテル・アンド・リゾート（株） アセット・マネージャー 池尾　健

70 宿泊施設 富士屋ホテル（株）　 総務部 人事課長 久保田　紀和

71 宿泊施設 （株）ホテルオークラ東京 課長 小室　陽介

72 宿泊施設 （株）ホテルグランドパレス　 総務課 桜井　朝日

73 宿泊施設 （株）ミシェラ ドーロ ジャパン 総料理長 植木　将仁

74 宿泊施設 （株）ロイヤルパークホテル 代表取締役会長 中村　裕

75 宿泊施設 （株）ロイヤルパークホテル　 常務取締役総支配人 南　安

76 宿泊施設 （株）ロイヤルパークホテル　 総務部 次長 伊藤　順

77 教育機関 （株）ISA 学校経営コンサルタント 寺澤　ますみ

78 教育機関 会津若松市立城北小学校（TOSS) 教諭 根本　直樹

79 教育機関 亜細亜大学　 経営学部ホスピタリティ専攻 准教授 岡　久行

80 教育機関 稲沢市立下津小学校 教諭 荻野　珠美

81 教育機関 いわき市立藤原小学校 教諭 正木　恵子

82 教育機関 江戸川大学 講師 岩倉　豊

83 教育機関 桜美林大学 名誉教授 内藤　錦樹

84 教育機関 桜美林大学　 ビジネスマネジメント学群 教授 鈴木　勝

85 教育機関 桜美林大学　 ビジネスマネジメント学群 准教授 山口　有次

86 教育機関 大阪観光大学 学部長 中尾　清

87 教育機関 大阪観光大学 准教授 鶴田　雅昭

88 教育機関 大阪国際大学短期大学部 専任講師 久保　由加里

89 教育機関 大田区立東調布第一小学校 教諭 師尾　喜代子

90 教育機関 小樽商科大学 教授 伊藤　一

91 教育機関 金沢星稜大学 講師 堂下　恵

92 教育機関 川村学園女子大学　 観光文化学科長 豊川　洋

93 教育機関 観光情報学会 会長 大内　東

94 教育機関 学校法人神田外語学院 副学院長 大原　恵次

95 教育機関 学校法人神田外語学院　 国際観光科 コーディネーター 高橋　修一郎

96 教育機関 九州産業大学　 商学部 主任教授 千　相哲

97 教育機関 杏林大学　 外国語学部観光文化コース 教授 鳥尾　克二

98 教育機関 倉敷芸術科学大学　 産業科学技術学部観光学科 教授　学科主任 中島　道夫

99 教育機関 倉敷芸術科学大学 産業科学技術学部観光学科 専任講師 芦田　雅子

100 教育機関 敬愛大学　 経済学部 准教授 中村　哲

101 教育機関 慶應義塾大学 准教授 古谷　和之

102 教育機関 神戸海星女子学院大学　 観光ホスピタリティ学科 主任 青木　幹生

103 教育機関 神戸夙川学院大学　 観光文化学部 教授 小野田　金司

104 教育機関 神戸夙川学院大学　 観光文化学部 教授 田辺　文彦

105 教育機関 神戸夙川学院大学　 観光文化学部 准教授 小島　克巳

106 教育機関 国士舘大学　 21世紀アジア学部 教授 大森　節夫

107 教育機関 札幌国際大学　 観光学部 教授 市岡　浩子

108 教育機関 札幌国際大学　 観光学部 教授 藤井　克宏

109 教育機関 （株）CEC 代表取締役 堀籠　克明

110 教育機関 JTBトラベル＆ホテルカレッジ 主任講師 竹内　敏彦

111 教育機関 （株）ジェイティービー能力開発 課長 清水　三永

112 教育機関 事業創造大学院大学 事務局長 大坂　拡之

113 教育機関 静岡市立清水船越小学校 教諭 手塚　美和

114 教育機関 静岡市立清水袖師小学校 教諭 杉山　裕之

115 教育機関 静岡大学 教育学部 教諭 丸山　貴史

116 教育機関 秀明大学 特任教授 森山　明
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117 教育機関 首都大学東京 教授 秋山　哲男

118 教育機関 首都大学東京大学院　 観光科学専修 助教 吉田　樹

119 教育機関 松蔭大学 観光文化学部長（21年4月1日就任） 澤田　利彦

120 教育機関 松蔭大学 教授 嶋津　隆文

121 教育機関 松蔭大学 准教授 和田　烈

122 教育機関 松蔭大学　 観光文化学部　 准教授 北村　嵩

123 教育機関 城西国際大学 観光学部 観光学部長 石田　益実

124 教育機関 城西国際大学 観光学部 副学部長 増子　勝義

125 教育機関 信州大学 教育学部 教諭 堂前　直人

126 教育機関 鈴鹿国際大学　 国際人間科学部 観光学科長 捧　富雄

127 教育機関 鈴鹿国際大学 教授 青木　義英

128 教育機関 裾野市立富岡第二小学校 教諭 前田　吉法

129 教育機関 裾野市立西小学校 教諭 芹沢　晴信

130 教育機関 駿河大学 小林　奈穂美

131 教育機関 聖トマス大学 教授 スティーブン．M．ライアン

132 教育機関 セントラルフロリダ大学  ローゼンホスピタリティ経営学部 准教授 原　忠之

133 教育機関 総合観光学会 常任理事 池田　輝雄

134 教育機関 総合観光学会 会長 長谷　政弘

135 教育機関 高崎経済大学 教授 白井　義男

136 教育機関 高崎経済大学　 地域政策学部 非常勤講師 高井　典子

137 教育機関 玉川大学　 教授 折戸　晴雄

138 教育機関 玉川大学　 文学部 准教授 實川　真理子

139 教育機関 玉川大学教職大学院 准教授 谷　和樹

140 教育機関 多摩大学　 経営情報学部 客員准教授 中庭　光彦

141 教育機関 筑波学院大学　 情報コミュニケーション学部 教授 大島　愼子

142 教育機関 筑波大学大学院 人間総合科学研究科博士前期課程 （学生） 波多野　伸俊

143 教育機関 帝京大学　 経済学部観光経営学科 教授 向山　秀昭

144 教育機関 帝京平成大学　 現代ライフ学部レジャービジネス学科 教授、学科長 小浪　博英

145 教育機関 東海大学 教授 泉　正史

146 教育機関 東京観光専門学校 顧問 神野　陽一

147 教育機関 東京観光専門学校 旅行学科長 西山　泰弘

148 教育機関 東京工業大学大学院  情報環境学専攻 准教授 十代田　朗

149 教育機関 東京国際大学　 言語コミュニケーション学部 非常勤講師 白坂　治司

150 教育機関 東京成徳大学　 人文学部 教授 大井　剛

151 教育機関 東洋大学　 国際地域学部国際観光学科 教授 井上　博文

152 教育機関 東洋大学 国際地域学部国際観光学科 教授 梁　春香

153 教育機関 東洋大学　 国際地域学部国際観光学科 准教授 森下　晶美

154 教育機関 東洋大学大学院　 経済学研究科公民連携専攻 院生 宇治田　道生

155 教育機関 TOSS 中央事務局教育事業本部 本部長 鈴木　俊博

156 教育機関 TOSS 佐藤　泰弘

157 教育機関 TOSS 佐藤　あかね

158 教育機関 TOSS 関西中央事務局員 杉谷　英広

159 教育機関 TOSS 教諭 斎藤　浩康

160 教育機関 TOSS 代表 向山　洋一

161 教育機関 TOSS信州大学 （学生） 大川　雅也

162 教育機関 TOSS信州大学 （学生） 市原　哲也

163 教育機関 TOSS信州大学 （学生） 太田　真美

164 教育機関 TOSS信州大学 （学生） 山田　貴之

165 教育機関 獨協大学 特任教授 遠藤　充信

166 教育機関 豊田市立元城小学校 教諭 井戸　砂織

167 教育機関 学校法人トラベルジャーナル学園　 ホスピタリティツーリズム専門学校経営企画本部 マネージャー 塚田　聡

168 教育機関 中標津町立計根別小学校 教頭 水野　正司

169 教育機関 西宮市立鳴尾東小学校 教諭 乙野　倫子

170 教育機関 学校法人日本外国語専門学校　 事務局 マネージャー 伊戸川　創

171 教育機関 日本観光学会 会長 大森　猛

172 教育機関 日本観光学会　 本部事務局 次長 長橋　透

173 教育機関 日本観光学会 観光学会誌編集委員長 神頭　広好

174 教育機関 日本観光研究学会 会長 安島　博幸
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175 教育機関 日本観光ホスピタリティ教育学会 会長 山上　徹

176 教育機関 日本国際観光学会 会長 香川　眞

177 教育機関 日本国際観光学会 常務理事 須古　正恒

178 教育機関 日本国際観光学会　 事務局 次長 渡邉　誠

179 教育機関 日本国際観光学会 会員 辛嶋　保馬

180 教育機関 日本国際観光学会 伊藤　光樹

181 教育機関 （財）日本ホテル教育センター 広報部長 加藤　喜広

182 教育機関 （財）日本ホテル教育センター 企画開発室長 根木　良友

183 教育機関 （社）日本ホテル・レストランサービス技能協会 理事 渡辺　俊一

184 教育機関 ノースアジア大学 法学部長 道端　忠孝

185 教育機関 函館市立上湯川小学校 教諭 山本　昇吾

186 教育機関 浜松市立舞阪小学校 教頭 高山　佳己

187 教育機関 阪南大学　 国際コミュニケーション学部国際観光学科 教授 松村　嘉久

188 教育機関 東アジア国際学生団体LEAF 代表 林　達

189 教育機関 人吉市立人吉東小学校 教諭 椿原　正和

190 教育機関 ヒューマン・ホスピタリティ研究所 代表 湯浅　仁

191 教育機関 富士常葉大学　 事務局 次長 石上　眞吾

192 教育機関 富士常葉大学 観光ビジネスコース長・准教授 高坂　彰

193 教育機関 富士常葉大学　 総合経営学部総合経営学科（観光ビジネスコース） 准教授 大久保　あかね

194 教育機関 文京学院大学 教授 千葉　隆一

195 教育機関 平安女学院大学 国際観光学部長 佐藤　喜子光

196 教育機関 鉾田市立諏訪小学校 教諭 桑原　和彦

197 教育機関 北海商科大学 教授 田辺　隆司

198 教育機関 明海大学　 ホスピタリティ･ツーリズム学部 教授 内苑　孝美

199 教育機関 山形市立第六中学校（TOSS） 教諭 山口　俊一

200 教育機関 山口大学 教授 篠原　淳

201 教育機関 山口大学　 経済学部観光政策学科 教授 マルク・レール

202 教育機関 山口大学　 経済学部観光政策学科 教授 朝日　幸代

203 教育機関 山梨県立大学　 国際政策学部 准教授 吉田　均

204 教育機関 横浜商科大学　 商学部貿易・観光学科 准教授 宍戸　学

205 教育機関 横浜市立横浜商業高校 教諭 小市　聡

206 教育機関 立教大学　 観光学部交流文化学科 教授（2009年度交流文化学科長） 葛野　浩昭

207 教育機関 立教大学　 観光学部 講師(プログラムコーディネータ) 西成　典久

208 教育機関 立教大学　観光学部 教授・観光学科長 橋本　俊哉

209 教育機関 立命館アジア太平洋大学 ツーリズム主任、准教授 轟　博志

210 教育機関 立命館アジア太平洋大学 中津川　夏輝

211 教育機関 琉球大学　 観光産業科学部観光科学科 学科長 花井 正光

212 教育機関 流通科学大学　 サービス産業学部 教授 小久保　恵三

213 教育機関 流通科学大学　 サービス産業学部 教授 高橋　一夫

214 教育機関 Le Cordon Bleu Japon Representative Director Charles Cointreau

215 教育機関 Le Cordon Bleu Japon Academic Development Manager Lindsey Bridges

216 教育機関 和歌山大学　 観光学部 松﨑　美子

217 教育機関 和歌山大学 副学長（学生支援担当）・観光学部教授 小畑　力人

218 観光関係団体 （財）運輸政策研究機構 研究員 大井　尚司

219 観光関係団体 王子の里伝承観光舎 主宰 澤田　和子

220 観光関係団体 NPO法人グローバルキャンパス 理事長 大社　充

221 観光関係団体 （財）鼓童文化財団 事務局長 菅野　敦司

222 観光関係団体 NPO法人ことばの道案内 理事 押見　敏昭

223 観光関係団体 NPO法人産学連携教育日本フォーラム（ＷＩＬ） 代表理事 斎藤　敬子

224 観光関係団体 NPO法人産学連携教育日本フォーラム（ＷＩＬ） 取締役 小林　啓子

225 観光関係団体 NPO法人産学連携教育日本フォーラム（ＷＩＬ） 岩藤　智栄

226 観光関係団体 NPO法人産学連携推進機構 理事 榎本　晴康

227 観光関係団体 NPO法人産学連携推進機構 プロジェクトマネージャー 伊澤　久美

228 観光関係団体 NPO法人産学連携推進機構 プロジェクト担当 半澤　文華

229 観光関係団体 NPO法人産学連携推進機構 プロジェクトアシスタント 土屋　拓也

230 観光関係団体 NPO法人女性みちみらい上越 理事長 野本　幸

231 観光関係団体 （社）全国旅行業協会 経営調査部次長 板倉　康

232 観光関係団体 NPO法人都市資源開発センター 理事長 青木　勝芳
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233 観光関係団体 （社）日本観光協会 審議役 阿部　修二

234 観光関係団体 (社)日本経済団体連合会 観光委員会委員長 大塚　陸毅

235 観光関係団体 （財）日本交通公社 常務理事 小林　英俊

236 観光関係団体 （財）日本交通公社　 観光文化事業部 主任研究員 塩谷　英生

237 観光関係団体 （財）日本交通公社　 観光文化事業部 岡田　美奈子

238 観光関係団体 （財）日本修学旅行協会 事務局長 野口　正太郎

239 観光関係団体 日本政府観光局(JNTO） 総務部長 加藤　英一

240 観光関係団体 （社）日本ツーリズム産業団体連合会 常任理事・事務局長 柵木　鬼美夫

241 観光関係団体 （社）日本ツーリズム産業団体連合会 企画部長 藤木　秀則

242 観光関係団体 （社）日本ツーリズム産業団体連合会 事業部長 谷内　拓生

243 観光関係団体 （社）日本ツーリズム産業団体連合会 事業部長 今井　雄三

244 観光関係団体 （社）日本ツーリズム産業団体連合会 事業部長 橋本　良介

245 観光関係団体 （財）日本ナショナルトラスト 理事長 筒居　博司

246 観光関係団体 （財）日本ナショナルトラスト 総務課長 根岸　悦子

247 観光関係団体 （財）日本ユースホステル協会 営業 中村　和恒

248 観光関係団体 (財)日本余暇文化振興会 事務局長 中嶋　與正

249 観光関係団体 （社）日本旅行業協会 研修・試験部マネージャー 武藤　猛雄

250 観光関係団体 （社）日本旅行業協会　 ＶＷＣ2000万人推進室 担当部長 村上　有三

251 自治体、観光協会 青森県 主幹 村下　公一

252 自治体、観光協会 熱海市　 観光経済部観光課 井上　真喜

253 自治体、観光協会 いわき市　 観光物産課 主事 鈴木　恵理子

254 自治体、観光協会 いわき市　 観光物産課 主査 吉田　宜弘

255 自治体、観光協会 岩手県　 商工労働観光部観光課 主任 佐々木　敬

256 自治体、観光協会 岩見沢市　 東京事務所 所長 竹内　修一

257 自治体、観光協会 愛媛県　 経済労働部観光国際局観光物産課 担当係長 井上　剛男

258 自治体、観光協会 愛媛県　 経済労働部観光国際局観光物産課 主事 河田　耕治

259 自治体、観光協会 愛媛県　 東京事務所産業振興部 副課長 高須賀　秋人

260 自治体、観光協会 大分県　 企画振興部観光・地域振興局 主任 森　晋佑

261 自治体、観光協会 大阪市　 東京事務所 担当係長 森山　華世

262 自治体、観光協会 沖縄県　 東京事務所 副参事 下地　芳郎

263 自治体、観光協会 川崎市 田口　亜紀子

264 自治体、観光協会 （社）京都府観光連盟 参与 中澤　吉一

265 自治体、観光協会 （社）京都府観光連盟 振興課長 大西　学

266 自治体、観光協会 倉敷市　 東京事務所 副所長 吉田　猛

267 自治体、観光協会 群馬県みなかみ町　 観光商工課 主事 金子　拓紀

268 自治体、観光協会 高知県　 東京事務所 チーフ 宮地　宮

269 自治体、観光協会 札幌市　 東京事務所 シティセールス担当係長 玉井　和史

270 自治体、観光協会 札幌市　 東京事務所 シティセールス担当係長 横山　未代

271 自治体、観光協会 静岡県　 観光局観光政策室 副主任 一宮　英生

272 自治体、観光協会 静岡県　 観光局観光政策室 主査 大城　美由紀

273 自治体、観光協会 静岡市　 東京事務所 次長 中山　貴裕

274 自治体、観光協会 静岡市　 東京事務所 企業誘致推進員 風間　誠

275 自治体、観光協会 仙台市　 東京事務所 主幹 若生　孝志

276 自治体、観光協会 仙台市　 東京事務所 主事 大住元　尚子

277 自治体、観光協会 台東区　 文化観光部にぎわい誘客課 観光地域プロデューサー 鈴木　英雄

278 自治体、観光協会 千葉県　 商工労働部観光課 主幹 根本　由香里

279 自治体、観光協会 千葉県　 商工労働部観光課 副主幹 中川　誠

280 自治体、観光協会 （財）東京観光財団 常務理事 小澤　眞行

281 自治体、観光協会 東京都　 産業労働局観光部 副参事 山口　紀子

282 自治体、観光協会 長崎県　 観光振興推進本部観光まちづくりグループ マネージャー 長岡　隆幸

283 自治体、観光協会 長野県　 観光企画課 課長補佐 奥原　淳夫

284 自治体、観光協会 新潟県　 東京事務所 所長代理 柴田　豊

285 自治体、観光協会 新潟県　 産業労働観光部観光局交流企画課 主事 湯本　苗

286 自治体、観光協会 兵庫県　 産業労働部観光・国際局観光交流課 課長補佐 大角　真一

287 自治体、観光協会 兵庫県　 産業労働部観光・国際局観光交流課 西谷　美貴

288 自治体、観光協会 広島県　 商工労働局観光課 主査 岡村　清

289 自治体、観光協会 広島県　 東京事務所 観光物産担当課長 亀本　健介

290 自治体、観光協会 広島市　 東京事務所 主幹 井上　仁
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291 自治体、観光協会 福岡県　 東京事務所 主事 松尾　典宣

292 自治体、観光協会 福岡市  東京事務所 調整係長 白木　秀一

293 自治体、観光協会 （社）北海道観光振興機構 企画部長 岡本　博人

294 自治体、観光協会 三重県　 観光局観光・交流室 主事 市川　麻衣

295 自治体、観光協会 南房総市  商工観光部観光プロモーション課 観光振興グループ長 渡邊　昭彦

296 自治体、観光協会 山形県  村山総合支庁 観光振興室長 石川　由美

297 自治体、観光協会 山形県　 村山総合支庁 観光振興主査 佐藤　博文

298 自治体、観光協会 湯西川温泉流域活性化センター センター長 安西　裕

299 自治体、観光協会 横浜市　 共創推進事業本部 担当部長 小林　賢次郎

300 自治体、観光協会 横浜市　 経済観光局観光交流推進課 鈴木　朝子

301 自治体、観光協会 米沢市 主任 高橋　かづ子

302 報道機関 （株）オータパブリケイションズ　 ホテリエ事業部 部長 近藤　寛和

303 報道機関 （株）オータパブリケイションズ　 学生サポート課 課長 橋本　由香

304 報道機関 航空新聞社 記者 印南　有里

305 報道機関 （株）交通新聞社　 新聞事業部 次長 上里　夏生

306 報道機関 （株）昭文社　 制作本旅行書編集部 主幹 正木　聡

307 報道機関 トラベルジャーナル　 編集部 藤本　美鈴

308 報道機関 トラベルジャーナル 記者 寺瀬　有希

309 個人 観光カリスマ 河合　進

310 個人 小林　章子

311 個人 舌津　一良

312 個人 田中　望

313 地方運輸局 国土交通省　北海道運輸局 企画観光部 企画観光部長 岩月　理浩

314 地方運輸局 国土交通省　北海道運輸局　 企画観光部観光地域振興課 地域第一係長 酒井　啓友

315 地方運輸局 国土交通省　神戸運輸監理部 総務企画部 企画課長 伊藤　政美

316 地方運輸局 国土交通省　神戸運輸監理部　 総務企画部企画課 係員 中井　瞳

317 地方運輸局 国土交通省　四国運輸局　 企画観光部観光地域振興課 課長 斎藤　眞一

318 地方運輸局 国土交通省　四国運輸局　 企画観光部観光地域振興課 地域第一係長 山下　文明

319 地方運輸局 国土交通省　九州運輸局 企画観光部国際観光課 専門官 井浦　普

320 地方運輸局 国土交通省　九州運輸局　 企画観光部観光地域振興課 専門官 井野　泰男

321 地方運輸局 国土交通省　九州運輸局　 企画観光部観光地域振興課 地域第一係長 麦谷　高人

322 国 国土交通省 大臣官房人事課長 田端　浩

323 国 文部科学省 高等教育局 専門教育課長 藤原　章夫

324 国 文部科学省 高等教育局 専門教育課企画官 坂口  昭一郎

325 国 文部科学省 初等中等教育局 教育課程課課長補佐 小幡  泰弘

326 国 文部科学省 高等教育局 専門教育課課長補佐 下大田　真一

327 国 文部科学省 高等教育局 専門教育課人文・社会科学教育係長 兼定　孝

328 国 経済産業省　 商務情報政策局 参事官 城福　健陽

329 国 経済産業省　 課長補佐 宮内　浩

330 観光庁 長官 本保　芳明

331 観光庁 次長 神谷　俊広

332 観光庁 審議官 西阪　昇

333 観光庁 観光地域振興部長 大黒　伊勢夫

334 観光庁 総務課 課長 花角　英世

335 観光庁 総務課　企画室 室長 加藤　進

336 観光庁 総務課 課長補佐 輕部 努　

337 観光庁 観光産業課 室長 若井　茂

338 観光庁 観光経済担当参事官室 参事官 矢ケ崎　紀子

339 観光庁 観光経済担当参事官室 専門官 福田　雅子

340 観光庁 観光経済担当参事官室 係長 鈴木　佑介

341 観光庁 観光経済担当参事官室 係長 津留　崇明

342 観光庁 観光経済担当参事官室 係長 北川　功

343 観光庁 観光地域振興課 課長 笹森　秀樹

344 観光庁 観光地域振興課 課長補佐 武田　一寧

345 観光庁 観光地域振興課 専門官 塩崎　浩一

346 観光庁 観光地域振興課 係長 門間　俊也

347 観光庁 観光資源課 課長 水嶋　智

348 観光庁 観光資源課 課長補佐 川島　雄一郎
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349 観光庁 観光資源課 課長補佐 竹谷　健治

350 観光庁 観光資源課 係長 久野　裕規

351 観光庁 観光資源課 係長 前田　和則

352 観光庁 観光資源課 係長 唯　武志

353 観光庁 観光資源課 主査 竹本　寛

354 観光庁 観光資源課 係員 入江　啓介

355 観光庁 観光資源課 係員 山本　実

356 観光庁 観光資源課 望月　彩子

企業 66

宿泊施設 10

教育機関 141

観光関係団体 33

自治体、観光協会 51

報道機関 7

個人 4

地方運輸局 9

国 8

観光庁 27

総計 356

［単位：人］


