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全日程
１１月２４日（火） 表彰式・受賞者記念講演（朱鷺メッセ）
１１月２５日（水） 受賞者市内視察（工場見学）



第６回食の新潟国際賞受賞者



第６回食の新潟国際賞 表彰式



第６回食の新潟国際賞 表彰式

新潟市長を表敬訪問



第４回食の新潟国際賞受賞者 特別寄稿



古泉 肇 藤島 安之 和田 充彦 井田 増夫 高畑 昭文 廣瀬 利雄 山口 勉 木村 真教

君塚 毅 宗像 寛明 高橋 常考 田村 敏郎 杉本 克己 近藤 鴻 佐藤 珠美 大坪 守

大川 秀雄 大倉 正寿 吉岡 謙一 古口 日出男 坂田 武利 門脇 基二 佐藤 久栄 大谷 勝男

田中 敏明 青木 清 阿部 徳威 佐藤 勉 佐藤 清一 野上 文彰 板井 茂 浅井 善広

佐野 正人 田中 作一 新保 房機 古泉 榮三 今泉 昇 佐藤 純 倉嶋 則昭 塚本 太一

大越 斎 野口 正晴 酒井 定勝 加藤 洋介 長谷川 宏志 齋藤 秀明 松本 裕志 當野 篤

髙山 利夫 久保田 紳一 河瀬 三千夫 和澄 孝男 五十嵐 修 望月 健三郎 山田 雄治 長谷部 一裕

鈴木 正二 竹石 松次 古泉 幸代 大森 ゆかり 高橋 慶三 阿部 昭一 渡邉 信也 丸山 美由紀

井浦 康晴 宇野 勝雄 赤塚 義廣 坂井 俊一 鈴木 伸作 佐藤 銀治郎 加藤 寿一 石附 由美子

齋藤 博文 斎藤 幸広 田辺 俊文 小田 静二 渡邉 徹 中村 好彦 栗田 浩 栗田 朋子

阿部 文仁 高尾 茂典 五十嵐 豊 久代 勝英 古泉 幸一 加藤 純子 松島 謙介 高倉 広利

中野 節子 阿部 愛子 大島 煦美子 宮口 澄子 青木 太華子 五十嵐 康子 五十嵐 早苗 佐藤 金治郎

佐藤 文男 高橋 征男 高橋 克郎 田中 洋介 田村 泰生 山嵜 尉生 中村 雪絵 村山 浩太郎

稲葉 晋 川﨑 千春 秋山 正之 松川 忠史 濵野 剛 山根 憲介 池田 祥護 星野 幸三

糸満 盛人 伊豆 智 小林 哲也 井東 昌樹 遠山 幸男 小野 隆樹 大橋 祐貴 前田 穣

桐原 隆晃 長井 基樹 岸田 良満 樋熊 隆治 小林 宏志 柳澤 敏郎 田中 一幸 遠藤 俊介

葉葺 正幸 星野 聡 高崎 三男 桑原 毅 大日方 聡 石田 道子 須貝 貴之 宮下 好文

中村 祐一 田中 雅史 藤間 佑輔 品田 卓也 渋谷 政道 村山 雄亮 北爪 文義 近藤 正

高橋 佑 荒井 弘美 重泉 篤史 本間 康弘 降籏 亮太 中野 克之 国松 豊 最上 正人

森本 昌章 佐藤 正尚 下條 幸二 廣川 正通 小谷 尚志 高橋 道映 田中 弼 尾﨑 清美

佐藤 浩晃 村山 和恵 小林 達 佐藤 善昭 酒井 栄一郎 佐藤 聡 小林 守 阿部 欣也

杉谷 浩一 佐々木 一 金田 季之 宮島 泰 高﨑 俊哉 高橋 裕作 小平 勝志 齋藤 文彦

藤田 正明 池田 一史 石崎 宏幸 小嶋 孝代

公益財団法人 食の新潟国際賞財団 賛助会員

● 特 別 会 員

● 正 会 員

● 個 人 会 員

亀田製菓㈱ ㈱ブルボン ㈻新潟総合学園

一正蒲鉾㈱ サトウ食品㈱ 新潟県農業協同組合中央会

㈱第四銀行 ㈱栗山米菓 亀田郷土地改良区

㈱新潟日報社 ㈱新宣 ㈱エイケイ

亀田商工会議所 ㈱新潟クボタ NST新潟総合テレビ

にいがた22の会 ㈱日本食糧新聞社 ホテル日航新潟

五十嵐建設工業㈱

新潟市農業協同組合 日本製粉㈱関東支店 麒麟山酒造㈱

新潟縣信用組合 日本甜菜製糖㈱ ㈱加島屋

㈱第一印刷所 ㈱鳥梅 ㈱日本フードリンク

㈱本間組 新潟工科大学産学交流会 ㈱ディモルギア

石本酒造㈱ ㈱キタック UX新潟テレビ21

㈱ミカサ 北越工業㈱ イカリ消毒㈱

神山物産㈱ 丸榮製粉㈱ 新潟工科大学

ハセガワ化成工業㈱ 新潟万代島総合企画㈱ ㈱日本旅行新潟支店

藤屋段ボール㈱ 鍋林㈱ヘルスフーヅ事業部 ㈱田中組

㈱タケショー TeNYテレビ新潟放送網 （医）愛仁会 亀田第一病院

㈱新潟博報堂 ㈱栗田工務店 ㈱ひらせいホームセンター

BSN新潟放送 三和薬品㈱ ワタキューセイモア㈱ 新潟営業所

新潟陸運㈱ 松田産業㈱ ㈱エヌエスアイ

㈱新潟食品運輸 セッツカートン㈱新潟工場

月島食品工業㈱ 東邦産業㈱

（令和2年11月現在）

（敬称略・順不同）


