
令和2年7月1日　現在

全国高等学校教頭・副校長会

県番 学校電話

県市名 学校FAX

北海道地区 231 校 274 名 （6名）

副会長 たきざわ　ともき 011-811-1919

0 瀧澤　共喜 011-811-3952

理事 おおたに　けんすけ 011-611-4401

0 大谷　健介 011-611-4403

理事 こばやし　たかし 0133-73-4181

1 274 名 0 小林　　孝 0133-73-4184

北海道 理事 なかむら　まさと 011-812-2010

0 中村　正人 011-812-2049

理事 くぼき　たかし 011-386-3111

0 久保木　崇 011-388-1243

常任理事 いせ　かずや 011-521-2311

研究副部長 伊勢　一哉 011-521-2316

東北地区 407 校 539 名 （12名）

理事 かさい　とくや 017-742-2411

2 67 名 0 葛西　德哉 017-742-6074

青森 理事 はこた　けんや 0173-42-2066

0 箱田　憲哉 0173-42-5189

理事 あおき　ひろのぶ 019-623-4491

3 93 名 0 青木　裕信 019-613-2516

岩手 理事 やまだいら　ていじ 019-622-5102

0 山平　禎二 019-622-7950

理事 わたなべ　しげお 022-246-0131

4 84 名 0 渡邊　重夫 022-246-0132

宮城 理事 おいかわ　とおる 022-257-4501

0 及川　　徹 022-257-4503

理事 かすが　うたこ 018-833-1261

5 83 名 0 春日　詩子 018-833-1162

秋田 理事 いとう　まこと 018-832-7200

0 伊藤　　真 018-832-2969

理事 あいざわ　てつや 023-647-0521

6 86 名 0 相澤　哲哉 023-647-0527

山形 理事 おおぬま　ただし 023-622-3350

0 大沼　　政 023-624-6945

常任理事 ましこ　ふみたか 024-535-2391

7 126 名 研究副部長 増子　文隆 024-535-2392

福島 理事 いとう　やすたか 024-922-4310

0 伊藤　靖隆 024-931-5313

10　令和２年度　役 員 名 簿

会員数 県役名 学　　　校　　　名

（理事定数） 教・副 学　校　所　在　地

会長 北海道札幌東高等学校

副校長 〒003-0809 札幌市白石区菊水九条３-1-5

副会長 北海道札幌西高等学校

副校長 〒064-8624 札幌市中央区宮の森4条8-1

副会長 北海道石狩南高等学校

副校長 〒061-3208 石狩市花川南８条５丁目１

（6名） 副会長 市立札幌平岸高等学校

副校長 〒062-0935 札幌市豊平区平岸5条18-1-2

副会長 とわの森三愛高等学校

教頭 〒069-8533 江別市文京台緑町569

事務局長 北海道札幌南高等学校

副校長 〒064-8611 札幌市中央区南18条西6-1-1

会長 青森県立青森高等学校

教頭 〒030-0945 青森市桜川8-1-2

（2名） 副会長 青森県立木造高等学校

教頭 〒038-3193 つがる市木造日向73-2

会長 岩手県立盛岡第一高等学校

副校長 〒020-8515 盛岡市上田3-2-1

（2名） 副会長 岩手県立盛岡第二高等学校

副校長 〒020-0887 盛岡市上ノ橋町7-57

会長 宮城県仙台南高等学校

教頭 〒982-0844 仙台市太白区根岸町14-1

（2名） 副会長 宮城県仙台第一高等学校

教頭 〒984-8561 仙台市若林区元茶畑4

会長 秋田県立秋田明徳館高等学校

副校長 〒010-0001 秋田市中通2-1-51

（2名） 副会長 秋田県立秋田高等学校

副校長 〒010-0851 秋田市手形中台1

会長 山形県立霞城学園高等学校

副校長 〒990-8580 山形市城南町1-1-1

（2名） 副会長 山形県立山形南高等学校

教頭 〒990-0034 山形市東原町4-6-16

会長 福島県立福島高等学校

教頭 〒960-8002 福島市森合町5-72

（2名） 副会長 福島県立安積高等学校

教頭 〒963-8851 郡山市開成5-25-63

役名 氏　名
ふり　　がな

- 52 -



県番 学校電話

県市名 学校FAX

関東地区 990 校 1401 名 （28名）

理事 すずき　のりお 029-224-2543

8 137 名 0 鈴木　教生 029-225-5049

茨城 理事 すずき　てつじ 029-224-2044

0 鈴木　鉄治 029-225-4524

理事 こいけ　まなぶ 0287-22-2042

9 103 名 総務 小池　　学 0287-23-9691

栃木 理事 たに　けん 0285-22-0236

0 谷　　憲 0285-22-8449

常任理事 たばた　しげる 027-264-7100

10 81 名 研究副部長 田畑　　茂 027-264-7101

群馬 理事 まつむら　としあき 027-323-5450

0 松村　敏明 027-325-1427

会計監査 おがわ　まこと 048-992-0121

0 小川　　慎 048-993-1180

理事 もりかわ　たかひろ 048-977-4155

生徒研委員長 森川　敬宏 048-973-1183

11 237 名 理事 えんどう　ともひさ 04-2995-5115

埼玉 0 遠藤　智久 04-2991-1007

理事 のぐち　ひろまさ 048-725-3725

0 野口　博正 048-780-1010

理事 あきもと　しゅんいち 048-572-1215

0 秋元　俊一 048-570-1015

会計監査 こみや　かずのり 047-463-5331

0 小宮　和則 047-467-3216

12 181 名 理事 たかぎ　ふみお 043-484-1024

千葉 総務 髙木　文雄 043-486-0995

理事 あざみ　みか 043-422-1788

0 莇　　三佳 043-424-3937

常任理事 くさか　はじめ 045-302-3536

総務副部長 日下　　肇 045-304-2909

理事 すずき　ふみひと 044-276-1201

13 365 名 高校研委員長 鈴木　史人 044-266-5961

神奈川 理事 まつもと　ますみ 0466-87-2150

総務 松本ますみ 0466-87-9704

14 36 名 理事 やまざき　はるお 045-751-5151

神奈川市 0 山崎　晴生 045-754-6739

会員数 県役名 学　　　校　　　名

（理事定数） 教・副 学　校　所　在　地

会長 茨城県立水戸第二高等学校

教頭 〒310-0062 水戸市大町2-2-14

（2名） 副会長 茨城県立水戸第三高等学校

副校長 〒310-0011 水戸市三の丸2-7-27

会長 栃木県立大田原高等学校

教頭 〒324-0058 大田原市紫塚3-2651

（2名） 副会長 栃木県立小山高等学校

教頭 〒323-0028 小山市若木町2-8-51

会長 群馬県立前橋工業高等学校

副校長 〒371-0006 前橋市石関町137-1

（2名） 副会長 群馬県立高崎工業高等学校

副校長 〒370-0046 高崎市江木町700

会長 埼玉県立松伏高等学校

教頭 〒343-0114 北葛飾郡松伏町ゆめみ野東2-7-1

副会長 埼玉県立越谷西高等学校

教頭 〒343-0801 越谷市野島460-1

副会長 埼玉県立所沢北高等学校

（5名） 教頭 〒359-0042 所沢市並木5-4

副会長 埼玉県立上尾橘高等学校

教頭 〒362-0059 上尾市平方2187-1

副会長 埼玉県立深谷高等学校

教頭 〒366-8515 深谷市宿根315

会長 千葉県立船橋芝山高等学校

教頭 〒274-0816 船橋市芝山7-39-1

副会長 千葉県立佐倉東高等学校

（3名） 教頭 〒285-0017 佐倉市城内町278

副会長 千葉県立四街道北高等学校

教頭 〒284-0027 四街道市栗山1055-4

会長 神奈川県立瀬谷西高等学校

副校長 〒246-0004 横浜市瀬谷区中屋敷2-2-5

副会長 神奈川県立大師高等学校

副校長 〒210-0827 川崎市川崎区四谷下町25-1

（4名） 副会長 神奈川県立藤沢西高等学校

副校長 〒251-0861 藤沢市大庭3608-2

会長 横浜市立横浜商業高等学校別科

（1名） 副校長 〒235-0011 横浜市磯子区丸山1-22-21

役名 氏　名
ふり　　がな
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県番 学校電話

県市名 学校FAX

常任理事 いいじま　せいき 0553-22-1621

15 60 名 総務 飯島　清樹 0553-22-1623

山梨 理事 ほしの　ゆうえつ 055-285-1750

0 星野　融悦 055-285-5827

会長 かせ　きよこ 03-3431-0760

0 加瀬きよ子 03-3435-0240

会計 くろたに　くにお 03-3607-5178

0 黒谷　邦男 03-3826-1921

副会長 まつい　あきお 03-6303-7980

総務部長 松井　章朗 03-5709-5050

16 201 名 常任理事 たかはし　あきら 03-3723-9966

東京 研究部長 髙橋　　聡 03-3724-7041

常任理事 あずま　みちよし 03-3404-7801

総務 東　　達康 03-3404-0182

常任理事 おおの　みちこ 042-676-1231

総務 大野　通子 042-675-1237

理事 ながの　ともき 042-341-5410

管理研委員長 永野　朋毅 042-342-7482

北信越地区 352 校 418 名 （9名）

理事 うえき　いさお 025-266-2141

17 111 名 0 植木　　勲 025-267-7795

新潟 理事 よこぼり　まさはる 0258-34-4540

0 横堀　正晴 0258-33-0650

理事 むぎたに　りか 0766-52-5572

18 71 名 0 麦谷　理香 0766-52-5711

富山 理事 かわはら　あつし 076-421-2925

0 川原　篤志 076-491-6227

理事 おかはし　ゆうじ 076-241-6117

19 71 名 0 岡橋　勇侍 076-245-5253

石川 理事 もり　ひろゆき 0761-22-3250

0 森　　博之 0761-22-3251

20 54 名 理事 まなべ　せいき 0776-24-5171

福井 0 真鍋　済希 0776-24-5189

常任理事 ばば　しょういち 0263-32-0003

21 111 名 研究副部長 馬場　正一 0263-37-1071

長野 理事 こしはら　ひでゆき 0263-32-0005

0 腰原　英徹 0263-37-1072

会員数 県役名 学　　　校　　　名

（理事定数） 教・副 学　校　所　在　地

会長 山梨県立山梨高等学校

教頭 〒405-0018 山梨市上神内川194

（2名） 副会長 山梨県立わかば支援学校

教頭 〒400-0226 南アルプス市有野3346-3

全国会長 東京都立芝商業高等学校

副校長 〒105-0022 港区海岸1-8-25

会計 東京都立葛飾商業高等学校

副校長 〒125-0051 葛飾区新宿3-14-1

会長 東京都立大田桜台高等学校

副校長 〒143-0027 大田区中馬込3-11-10

部会長 東京都立桜修館中等教育学校

（7名） 副校長 〒152-0023 目黒区八雲1-1-2

副部会長 東京都立青山高等学校

副校長 〒150-0001 渋谷区神宮前2-1-8

副部会長 東京都立松が谷高等学校

副校長 〒192-0354 八王子市松が谷0772

管理研委員長 東京都立小平高等学校

副校長 〒187-0042 小平市仲町112

会長 新潟県立新潟高等学校

副校長 〒951-8127 新潟市中央区関屋下川原町2-635

（2名） 副会長 新潟県立長岡高等学校

副校長 〒940-0041 長岡市学校町3-14-1

会長 富山県立大門高等学校

教頭 〒939-0234 射水市二口1-2

（2名） 副会長 富山県立富山高等学校

教頭 〒939-8076 富山市太郎丸1

会長 石川県立金沢泉丘高等学校

副校長 〒921-8517 金沢市泉野出町3-10-10

（2名） 副会長 石川県立小松高等学校

副校長 〒923-8646 小松市丸内町二ノ丸15

会長 福井県立藤島高等学校

（1名） 教頭 〒910-0017 福井市文京2-8-30

会長 長野県松本深志高等学校

教頭 〒390-8603 松本市蟻ヶ崎3-8-1

（2名） 副会長 長野県松本蟻ケ崎高等学校

教頭 〒390-8605 松本市蟻ケ崎 1-1-54

役名 氏　名
ふり　　がな
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県番 学校電話

県市名 学校FAX

東海地区 485 校 856 名 （15名）

理事 すどう　ひでゆき 054-245-0567

0 須藤　秀幸 054-248-1499

理事 いしむら　としき 055-921-0341

22 239 名 0 石村　俊樹 055-921-0345

静岡 理事 いけだ　まさあき 054-366-7030

0 池田　将章 054-366-7685

理事 とつか　やすみち 053-454-5548

0 戸塚　康通 053-456-3316

理事 はやしばら　けんじ 052-961-2551

0 林原　健二 052-953-6348

理事 いとう　たかひこ 0569-43-1151

0 伊藤太佳彦 0569-43-6442

23 351 名 理事 すずき　としお 0536-22-2725

愛知 0 鈴木　敏夫 0536-23-3868

理事 やまぐち　さとる 0561-48-1500

0 山口　　哲 0561-48-5426

理事 やすい　しげお 0565-58-1144

0 安井　茂雄 0565-58-3061

24 16 名 理事 すずき　ひでたか 052-841-7138

名古屋市 0 鈴木　英隆 052-853-2543

常任理事 いけだ　てつや 058-231-6628

研究副部長 池田　哲也 058-231-7815

25 153 名 理事 こばやし　まさひこ 058-231-2905

岐阜 0 小林　雅彦 058-295-2720

理事 おおひら　たかし 058-271-0431

0 大平　隆司 058-274-8025

理事 おかだ　きょうこ 059-225-1362

26 97 名 0 岡田　恭子 059-225-1363

三重 理事 うめだ　もとき 0594-31-5231

0 梅田　元紀 0594-32-0421

近畿地区 510 校 619 名 （13名）

27 70 名 副会長 ひらい　ただよし 077-564-4681

滋賀 0 平井　忠美 077-562-1601

28 62 名 常任理事 たかはし　ふみまさ 0774-53-5455

京都 0 髙橋　文正 0774-53-5459

常任理事 みよし　てつじ 072-985-5551

研究副部長 三好　徹司 072-985-3276

29 159 名 理事 やました　なおすけ 06-6911-0001

大阪 0 山下　尚亮 06-6911-6374

理事 ふじわら　まさる 072-233-0588

0 藤原　　大 072-233-6645

会員数 県役名 学　　　校　　　名

（理事定数） 教・副 学　校　所　在　地

会長 静岡県立静岡高等学校

副校長 〒420-8608 静岡市葵区長谷町66

副会長 静岡県立沼津東高等学校

副校長 〒410-0011 沼津市岡宮812

（4名） 副会長 静岡県立清水東高等学校

副校長 〒424-0801 静岡市清水区秋吉町5-10

副会長 静岡県立浜松北高等学校

副校長 〒432-8013 浜松市中区広沢1-30-1

会長 愛知県立明和高等学校

教頭 〒461-0011 名古屋市東区白壁2-32-6

副会長 愛知県立常滑高等学校

教頭 〒479-0003 常滑市金山四井池10

副会長 愛知県立新城東高等学校

（5名） 教頭 〒441-1301 新城市矢部広見100

総務 愛知県立瀬戸北総合高等学校

教頭 〒489-0906 瀬戸市本郷町260

会計 愛知県立松平高等学校

教頭 〒444-2204 豊田市鵜ケ瀬町桐山1

会長 名古屋市立向陽高等学校

（1名） 教頭 〒466-0042 名古屋市昭和区広池町47

会長 岐阜県立岐阜北高等学校

教頭 〒502-0931 岐阜市則武清水1841-11

副会長 岐阜県立岐山高等学校

教頭 〒502-0071 岐阜市長良小山田2587-1

副会長 岐阜県立加納高等学校

教頭 〒500-8276 岐阜市加納南陽町3-17

会長 三重県立津西高等学校

教頭 〒514-0065 津市河辺町2210-2

（2名） 副会長 三重県立桑名工業高等学校

教頭 〒511-0944 桑名市芳ヶ崎1330-1

会長 滋賀県立草津東高等学校

（1名） 教頭 〒525-0025 草津市西渋川2-8-65

会長 京都府立西城陽高等学校

（1名） 副校長 〒610-0117 城陽市枇杷庄京縄手46-1

会長 東大阪市立日新高等学校

教頭 〒579-8003 東大阪市日下町7-9-11

副会長 大阪府立茨田高等学校

（3名） 教頭 〒538-0032 大阪市鶴見区安田1-5-49

事務局長 大阪府立泉陽高等学校

教頭 〒590-0943 堺市堺区車之町東3-2-1

役名 氏　名
ふり　　がな

（3名）
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県番 学校電話

県市名 学校FAX

30 22 名 理事 むらかみ　のりふみ 06-6354-1251

大阪市 0 村上　憲文 06-6354-5653

理事 なかむら　せいじ 078-861-0434

0 中村　征士 078-861-0436

31 154 名 理事 しみず　みちこ 078-791-7881

兵庫 0 清水　道子 078-791-7882

理事 おだ　まさふみ 079-277-0123

0 小田　昌史 079-277-0124

32 13 名 理事 つねみ　としのり 078-858-4000

神戸市 0 常深　俊規 078-858-0145

33 58 名 理事 かとう　むねひろ 0744-22-5321

奈良 0 加藤　宗弘 0744-25-8325

理事 つえむら　よしひろ 073-424-2446

34 81 名 0 杖村　由浩 073-425-3795

和歌山 理事 すみや　はるお 073-471-0621

0 角谷　晴生 073-471-6163

中国地区 277 校 415 名 （8名）

35 44 名 理事 あんどう　こうせい 0857-22-8495

鳥取 0 安藤　公正 0857-22-8497

36 50 名 副会長 こみね　かずたか 0852-67-2121

島根 0 小嶺　和隆 0852-67-2122

理事 こんどう　たかし 086-422-5577

37 94 名 0 近藤　隆志 086-422-5579

岡山 理事 ひらが　とおる 086-279-2005

0 平賀　　徹 086-279-9913

理事 いのうえ　まなぶ 082-423-2559

0 井上　　学 082-422-2792

38 159 名 理事 やまだ　ゆか 0846-26-0800

広島 0 山田　友香 0846-26-2126

理事 ありた　たかふみ 0827-52-4325

0 有田　貴史 0827-52-9077

39 68 名 常任理事 おおした　こういちろう
083-922-8511

山口 研究副部長 大下康一郎 083-922-0503

会員数 県役名 学　　　校　　　名

（理事定数） 教・副 学　校　所　在　地

会長 大阪市立東高等学校

（1名） 教頭 〒534-0024 大阪市都島区東野田町4-15-14

会長 兵庫県立神戸高等学校

教頭 〒657-0804 神戸市灘区城の下通1-5-1

副会長 兵庫県立須磨友が丘高等学校

（3名） 教頭 〒654-0142 神戸市須磨区友が丘1-1-5

副会長 兵庫県立太子高等学校

教頭 〒671-1532 兵庫県揖保郡太子町糸井19

会長 神戸市立六甲アイランド高等学校

（1名） 教頭 〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中4-4

会長 奈良県立畝傍高等学校

（1名） 教頭 〒634-0078 橿原市八木町3-13-2

会長 和歌山県立和歌山商業高等学校

教頭 〒640-8272 和歌山市砂山南3-3-94

（2名） 常任理事 和歌山県立向陽高等学校

教頭 〒640-8323 和歌山市太田127

会長 鳥取県立鳥取東高等学校

（1名） 副校長 〒680-0061 鳥取市立川町5-210

会長 島根県立松江工業高等学校

（1名） 教頭 〒690-8528 松江市古志原4-1-10

会長 岡山県立倉敷商業高等学校

副校長 〒710-0824 倉敷市白楽町545

（2名） 副会長 岡山県立岡山城東高等学校

副校長 〒703-8222 岡山市中区下110

会長 広島県立賀茂高等学校

教頭 〒739-0043 東広島市西条西本町16-22

副会長 広島県立忠海高等学校

（3名） 教頭 〒729-2314 竹原市忠海床浦4-4-1

事務局長 広島県立大竹高等学校

教頭 〒739-0614 大竹市白石1-3-1

会長 山口県立山口高等学校

（1名） 副校長 〒753-8508 山口市糸米1-9-1

役名 氏　名
ふり　　がな
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県番 学校電話

県市名 学校FAX

四国地区 170 校 326 名 （8名）

常任理事 いけぶち　しげる 088-685-3217

運営委員長 池渕　　茂 088-685-0074

40 91 名 理事 ほりすじ　たかし 0884-22-0041

徳島 運営副委員長 堀筋　隆史 0884-23-4579

理事代理 はまもと　ひろのぶ 088-623-0461

運営事務局長 濱本　寛信 088-623-1780

理事 てらお　あきら 087-831-7251

41 81 名 0 寺尾　　章 087-831-0010

香川 理事 わたなべ　こういちろう
087-833-1971

0 渡辺浩一郎 087-862-3229

理事 みつむね　ひろかず 089-941-5431

42 102 名 0 光宗　宏和 089-933-3114

愛媛 理事 なかお　よりかず 089-943-0187

0 仲尾　賴和 089-934-5766

43 52 名 理事 あだち　のぼる 088-873-6141

高知 0 足達　　昇 088-873-9748

九州地区 521 校 723 名 （17名）

理事 えさき　けんいちろう 092-651-4265

0 江崎賢一郎 092-632-5038

44 176 名 理事 うちだ　しんじ 092-681-1061

福岡 0 内田　真司 092-671-1996

理事 まつお　しょうこ 092-521-1831

0 松尾　祥子 092-526-0189

45 49 名 理事 たしま　まさとし 0955-77-1984

佐賀 0 田島　正敏 0955-77-6471

理事 いのまた　えいすけ 095-861-5106

46 74 名 0 猪股　英介 095-861-3432

長崎 理事 ふなこし　ひろし 0956-49-2528

0 舟越　　裕 0956-49-3094

理事 すが　ひろし 096-354-4933

47 103 名 　 菅　　浩 096-324-0748

熊本 理事 のざき　やすし 096-383-2105

0 野崎　康司 096-385-4482

理事 うめき　のぶひこ 097-547-7700

48 71 名 0 梅木　伸彦 097-543-6389

大分 理事 なかがわ　たかし 097-543-6249

0 中川　高志 097-546-5400

常任理事 すが　たつろう 0985-24-3405

49 73 名 研究副部長 菅　　竜朗 0985-32-1109

宮崎 理事 ほり　かつし 0985-85-7851

0 堀　　克 0985-85-7859

会員数 県役名 学　　　校　　　名

（理事定数） 教・副 学　校　所　在　地

会長 徳島県立鳴門高等学校

教頭 〒772-0002 鳴門市撫養町斎田字岩崎135-1

副会長 徳島県立富岡西高等学校

（3名） 教頭 〒774-0030 阿南市富岡町小山18-3

事務局長 徳島県立徳島商業高等学校

教頭 〒770-0862 徳島市城東町1-4-1

会長 香川県立高松高等学校

教頭 〒760-0017 高松市番町3-1-1

（2名） 副会長 香川県立高松商業高等学校

教頭 〒760-0068 高松市松島町1-18-54

会長 愛媛県立松山南高等学校

教頭 〒790-8506 松山市末広町11-1

（2名） 副会長 愛媛県立松山東高等学校

教頭 〒790-8521 松山市持田町2-2-12

会長 高知県立高知追手前高等学校

（1名） 教頭 〒780-0842 高知市追手筋2-2-10

会長 福岡県立福岡高等学校

副校長 〒812-0043 福岡市博多区堅粕1-29-1

総務 福岡県立香椎高等学校

（3名） 副校長 〒813-0011 福岡市東区香椎2-9-1

副総務 福岡県立福岡中央高等学校

副校長 〒810-0014 福岡市中央区平尾3-20-57

会長 佐賀県立唐津東高等学校・中学校

（1名） 副校長 〒847-0028 唐津市鏡新開1

会長 長崎県立長崎西高等学校

教頭 〒852-8014 長崎市竹の久保町12-9

（2名） 副会長 長崎県立佐世保西高等学校

教頭 〒857-0136 佐世保市田原町130-1

会長 熊本県立第一高等学校

副校長 〒860-0003 熊本市中央区古城町3-1

（2名） 副会長 熊本県立熊本工業高等学校

副校長 〒862-0953 熊本市中央区上京塚町5-1

会長 大分県立爽風館高等学校

副校長 〒870-8525 大分市上野丘1-11-14

（2名） 事務局長 大分県立大分上野丘高等学校

教頭 〒870-0835 大分市上野丘2-10-1

会長 宮崎県立宮崎東高等学校

副校長 〒880-0056 宮崎市神宮東1-2-42

（2名） 副会長 宮崎県立みなみのかぜ特別支援学校

副校長 〒889-1601 宮崎市清武町木原4257-6

役名 氏　名
ふり　　がな
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県番 学校電話

県市名 学校FAX

理事 まつざき　ひろたか 099-254-0175

50 88 名 0 松崎　浩隆 099-254-0176

鹿児島 理事 あた　たけふみ 099-226-1574

0 阿多　威文 099-223-2409

理事 とくひら　げんいち 098-998-9324

準備委員長 渡久平元一 098-998-9326

51 89 名 理事 おおがみ　ひろや 098-994-3483

沖縄 準備事務局長 大神　宏哉 098-992-5920

理事代理 いしみね　よしのり 098-867-1623

準備副委員長 伊志嶺嘉典 098-866-7753

事　務　局 2 名

局長 はりま　としゆき 03-5840-6104

0 針馬　利行 03-5840-6108

次長 たまい　あつし 03-5840-6104

0 玉井　　篤 03-5840-6108

校 名

会員数 県役名 学　　　校　　　名

（理事定数） 教・副 学　校　所　在　地

会長 鹿児島県立甲南高等学校

教頭 〒890-0052 鹿児島市上之園町23-1

（2名） 副会長 鹿児島県立鹿児島中央高等学校

教頭 〒892-0846 鹿児島市加治屋町10-1

会長 沖縄県立向陽高等学校

教頭 〒901-0511 島尻郡八重瀬町港川150

副会長 沖縄県立沖縄水産高等学校

教頭 〒901-0305 糸満市西崎1-1-1

副会長 沖縄県立那覇高等学校

〒900-0014 那覇市松尾1-21-44

　　　　　　　　

2名 〒113-0034 文京区湯島1-5-28ナーベルお茶の水2階

（2名） 　　　　　　　　
事務局

〒113-0034 文京区湯島1-5-28ナーベルお茶の水2階

合　　　計 47都道府県　4市 3,943 5,571 役員　（118名）

役名 氏　名
ふり　　がな

事務局

事務局

（3名）

教頭
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