
令和3年6月14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 236 校 284 名 （6名）

副会長 いせ　かずや 011-521-2311

0 伊勢　一哉 011-521-2316

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

1 284 名 0 小林　　孝 0133-73-4184

北海道 理事 にしかわ　こうじ 011-812-2010

0 西川　浩司 011-812-2049

理事 たけこし　ひろし 011-841-1161

0 竹越　広志 011-824-5593

常任理事 つじ　のぶや 011-694-5033

研究副部長 辻　　伸也 011-694-5074

東北地区 404 校 536 名 （12名）

理事 かさい　とくや 017-742-2411

2 68 名 0 葛西　德哉 017-742-6074

青森 理事 おだぎり　としなが 0176-23-5341

0 小田桐世長 0176-23-2141

常任理事 こまごめ　たけし 019-623-4491

3 92 名 研究副部長 駒込　武志 019-613-2516

岩手 理事 いわぶち　まさあき 019-622-5102

0 岩渕　雅明 019-622-7950

理事 おいかわ　とおる 022-257-4501

4 84 名 0 及川　　徹 022-257-4503

宮城 理事 いのうえ　けんいち 022-251-1246

0 井上　健一 022-251-1247

理事 いわかわ　かつとし 018-833-1261

5 83 名 0 岩川　克敏 018-833-1162

秋田 理事 くらた　ひろゆき 018-832-7200

0 倉田　寛行 018-832-2969

理事 わたなべ　かずゆき 023-647-0521

6 89 名 0 渡部　和行 023-647-0527

山形 理事 おおぬま　ただし 023-622-3350

0 大沼　　政 023-624-6945

理事 ましこ　ふみたか 024-535-2391

7 120 名 0 増子　文隆 024-535-2392

福島 理事 ちば　よしとも 024-951-0215

0 千葉　義知 024-951-8911

（2名） 副会長 福島県立郡山高等学校

教頭 〒963-0201 郡山市大槻町字上篠林3

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

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

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

（2名） 副会長 宮城県仙台第三高等学校

教頭 〒983-0824 仙台市宮城野区鶴ケ谷1-19

会長 秋田県立秋田明徳館高等学校

副校長 〒020-0887 盛岡市上ノ橋町7-57

会長 宮城県仙台第一高等学校

教頭 〒984-8561 仙台市若林区元茶畑4

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

教頭 〒030-0945 青森市桜川8-1-2

（2名） 副会長 青森県立三本木農業恵拓高等学校

教頭 〒034-8578 十和田市相坂字高清水78-92

事務局長 北海道札幌あすかぜ高等学校

副校長 〒006-0860 札幌市手稲区手稲山口254

会長 青森県立青森高等学校

副校長 〒062-0935 札幌市豊平区平岸5条18-1-2

副会長 北海学園札幌高等学校

教頭 〒062-8603 札幌市豊平区旭町4-1-42

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 〒064-8611 札幌市中央区南18条西6-1-1

副会長 北海道札幌西高等学校

副校長 〒064-0954 札幌市中央区宮の森4条8-1

10．令和３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 北海道札幌南高等学校

役名 氏　名
ふり　　がな
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県番 学校電話

県市名 学校FAX

関東地区 926 校 1293 名 （28名）

常任理事 すずき　てつじ 029-224-2044

8 131 名 0 鈴木　鉄治 029-225-4524

茨城 理事 むとう　ひでゆき 029-243-3644

0 武藤　秀之 029-241-9642

副会長 むらかみ　よしひこ 0285-53-2367

9 103 名 総務部長 村上　善彦 0285-52-2172

栃木 理事 もりさわ　むねはる 0285-22-0236

生徒研委員長 森澤　宗治 0285-22-8449

理事 きりゅう　かずよし 027-264-7100

10 82 名 0 桐生　一良 027-264-7101

群馬 理事 なかむら　まさみち 027-323-5450

0 中村　正典 027-325-1427

会計監査 あきもと　しゅんいち 048-572-1215

0 秋元　俊一 048-570-1015

理事 ながしま　まこと 048-761-0011

0 永島　　誠 048-760-1206

11 213 名 理事 さが　ひろし 049-222-0224

埼玉 0 佐賀　　博 049-229-1051

理事 むとう　こういち 048-286-0565

0 武藤　浩一 048-280-1028

理事 おがわ　たかし 048-556-6291

0 小川　　隆 048-550-1058

会計監査 たに　ひろゆき 0470-22-2242

0 谷　　裕之 0470-23-1046

12 169 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

理事 おくだ　まさゆき 043-251-9221

管理研委員長 奥田　雅之 043-255-6575

常任理事 おおえ　まさみ 0466-45-6600

総務副部長 大江　雅美 0466-46-0787

理事 くさか　はじめ 045-824-2126

13 301 名 総務 日下　　肇 045-825-3605

神奈川 理事 もり　ゆか 045-921-6923

0 森　　由佳 045-923-0753

理事 いしがみ　たかこ 046-889-4205

0 石神　貴子 046-888-3857

理事 たしろ　たけし 045-892-2941

0 田代　　武 045-895-0856

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

副校長 〒238-0113 三浦市初声町入江274-2

横浜南地区代表 神奈川県立柏陽高等学校

副校長 〒247-0004 横浜市栄区柏陽1-1

（5名） 横浜北地区代表 神奈川県立霧が丘高等学校

副校長 〒226-0016 横浜市緑区霧が丘6-16-1

横須賀三浦地区代表 神奈川県立三浦初声高等学校

副校長 〒252-0805 藤沢市円行1986

副会長 神奈川県立永谷高等学校

副校長 〒233-0016 横浜市港南区下永谷1-28-1

副会長 千葉県立千葉東高等学校

教頭 〒263-0021 千葉市稲毛区轟町1-18-52

会長 神奈川県立湘南台高等学校

副校長 〒294-8505 館山市北条106

副会長 千葉県立佐倉東高等学校

（4名） 教頭 〒285-0017 佐倉市城内町278

副会長 埼玉県立進修館高等学校

副校長 〒361-0023 行田市長野1320

会長 千葉県立館山総合高等学校

（5名） 教頭 〒350-0053 川越市郭町2-6

副会長 埼玉県立鳩ヶ谷高等学校

教頭 〒334-0005 川口市里225-1

副会長 埼玉県立春日部東高等学校

教頭 〒344-0002 春日部市樋籠363

副会長 埼玉県立川越高等学校

副校長 〒370-0046 高崎市江木町700

会長 埼玉県立深谷高等学校

教頭 〒366-8515 深谷市宿根315

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

教頭 〒329-0524 栃木県河内郡上三川町多功994-4

（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

（2名） 副会長 茨城県立水戸桜ノ牧高等学校

副校長 〒310-0914 水戸市小吹町2070

会長 栃木県立上三川高等学校

（理事定数） 教・副 学　校　所　在　地

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

役名 氏　名
ふり　　がな会員数 県役名 学　　　校　　　名
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県番 学校電話

県市名 学校FAX

14 32 名 理事 たかはし　つかさ 045-744-1900

神奈川市 0 髙橋　　司 045-744-1933

常任理事 いいじま　けいいちろう
0551-22-1531

15 60 名 総務、研究副部長 飯島慶一郎 0551-22-1533

山梨 理事 いのまた　まさゆき 0554-43-2101

高校研委員長 猪又　昌幸 0554-43-5056

会長 ふくだ　ようぞう 03-3978-1180

0 福田　洋三 03-3924-9411

会計 くろたに　くにお 03-3607-5178

0 黒谷　邦男 03-3826-1921

16 202 名 常任理事 まつい　あきお 042-582-2511

東京 研究部長 松井　章朗 042-581-5035

常任理事 かとう　たけし 042-541-0222

総務 加藤　　武 042-546-0150

常任理事 つかだ　まさと 03-3929-0831

総務 塚田　雅人 03-5991-0747

北信越地区 354 校 420 名 （10名）

理事 わたなべ　たかひろ 025-266-2141

17 110 名 0 渡邉　孝弘 025-267-7795

新潟 理事 なつみ　やすひこ 0258-32-0072

0 夏見　康彦 0258-33-0650

常任理事 にしかわ　ちよはる 0766-44-0366

18 71 名 研究副部長 西川　著春 0766-44-1707

富山 理事 やまぐち　さとし 076-437-7188

0 山口　　哲 076-473-7211

理事 よねぐち　かずひこ 076-241-6117

準備委員長 米口　一彦 076-245-5253

19 71 名 理事 かまだ　わたる 076-241-3167

石川 準備副委員長 釜田　　渉 076-244-4555

理事代理 なかざわ　さとし 0767-52-3187

準備事務局長 中澤　　賢 0767-52-6101

20 55 名 理事 みたけ　まさあき 0776-36-1678

福井 0 三武　正明 0776-36-1676

副会長 ばば　しょういち 0263-32-0003

21 113 名 0 馬場　正一 0263-37-1071

長野 理事 たけい　まさのり 0263-32-0005

0 武居　正憲 0263-37-1072

会員数
役名 氏　名

ふり　　がな 県役名 学　　　校　　　名

（理事定数） 教・副 学　校　所　在　地

教頭 〒390-8605 松本市蟻ケ崎 1-1-54

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

副会長 石川県立七尾高等学校

副校長 〒926-0817 七尾市西藤橋町エ1-1

会長 福井県立羽水高等学校

（1名） 教頭 〒918-8114 福井市羽水1-302

副校長 〒921-8517 金沢市泉野出町3-10-10

副会長 石川県立金沢二水高等学校

（3名） 副校長 〒921-8117 金沢市緑が丘20-15

（2名） 副会長 富山県立富山北部高等学校

教頭 〒931-8558 富山市蓮町4-3-20

会長 石川県立金沢泉丘高等学校

副校長 〒940-0041 長岡市学校町3-14-1

会長 富山県立伏木高等学校

教頭 〒933-0116 高岡市伏木一宮2-11-1

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

副部会長 東京都立石神井高等学校

副校長 〒177-0051 練馬区関町北4-32-48

副校長 〒196-0033 昭島市東町2-3-21

会長 東京都立日野台高等学校

副校長 〒191-0061 日野市大坂上4-16-1

副部会長 東京都立昭和高等学校

副校長 〒178-0062 練馬区大泉町3-5-7

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

（5名）

（2名） 副会長 山梨県立都留興譲館高等学校

教頭 〒402-0053 都留市上谷5-7-1

総務 東京都立大泉桜高等学校

会長 山梨県立韮崎工業高等学校

教頭 〒407-0031 韮崎市龍岡町若尾新田50-1

会長 横浜市立横浜総合高等学校

（1名） 副校長 〒232-0061 横浜市南区大岡2-29-1
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県番 学校電話

県市名 学校FAX

東海地区 447 校 789 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

22 236 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 ひらかわ　たつや 052-623-3001

0 平川　竜也 052-623-3499

理事 まつばら　まさあき 052-961-2551

0 松原　正明 052-953-6348

23 284 名 理事 いわつき　はやみ 0564-51-0202

愛知 0 岩月　迅美 0564-55-9422

理事 おかじま　まさずみ 052-804-2131

0 岡島　正純 052-806-2424

理事 さかきばら　まなぶ 0569-21-0272

0 榊原　　学 0569-24-7426

24 16 名 理事 あさい　てつや 052-781-0445

名古屋市 0 浅井　哲也 052-782-1019

理事 おり　やすし 058-231-1186

0 小里　　靖 058-231-1188

25 155 名 理事 おおひら　たかし 058-271-0431

岐阜 0 大平　隆司 058-274-8025

理事 くすい　のりゆき 0584-89-2331

0 楠井　徳之 0584-89-9045

常任理事 にしね　まさこ 0598-21-3511

26 98 名 研究副部長 西根　正子 0598-25-0533

三重 理事 もりかわ　ともひろ 0594-29-3610

0 森川　友博 0594-29-3620

近畿地区 512 校 618 名 （13名）

27 70 名 理事 しぎはら　よしひろ 077-545-8025

滋賀 0 鴫原　良裕 077-543-4874

28 61 名 理事 おかだ　ひろし 075-981-3508

京都 0 岡田　　寬 075-981-3509

常任理事 しま　かずひろ 06-6582-0330

研究副部長 島　　和広 06-6582-0338

29 155 名 理事 よしむら　ひろみ 072-334-7400

大阪 0 吉村　宏美 072-334-7439

理事 でぐち　まなぶ 06-6877-6715

0 出口　　学 06-6877-6825

（3名） 教頭 〒547-0014 大阪市平野区長吉川辺4-2-11

事務局長 大阪府立吹田東高等学校

教頭 〒565-0802 吹田市青葉丘南16-1

会長 大阪府立市岡高等学校

教頭 〒552-0002 大阪市港区市岡元町2-12-12

副会長 大阪府立平野高等学校

会長 滋賀県立東大津高等学校

（1名） 教頭 〒520-2122 大津市瀬田南大萱町1732-2

会長 京都府立京都八幡高等学校

（1名） 副校長 〒614-8363 京都府八幡市男山吉井7

教頭 〒515-8577 松阪市垣鼻町1664

（2名） 副会長 三重県立桑名北高等学校

教頭 〒511-0808 桑名市大字下深谷部字山王2527

副会長 岐阜県立大垣南高等学校

教頭 〒503-8522 大垣市浅中2-69

会長 三重県立松阪高等学校

教頭 〒502-0071 岐阜市長良西後町1716-1

副会長 岐阜県立加納高等学校

（3名） 教頭 〒500-8276 岐阜市加納南陽町3-17

会長 名古屋市立菊里高等学校

（1名） 教頭 〒464-0802 名古屋市千種区星が丘元町13-7

会長 岐阜県立長良高等学校

教頭 〒470-0124 日進市浅田町上小深田8-4

書記 愛知県立半田高等学校

教頭 〒475-0903 半田市出口町1-30

副会長 愛知県立岡崎高等学校

（5名） 教頭 〒444-0864 岡崎市明大寺町伝馬1

総務 愛知県立日進西高等学校

教頭 〒458-0825 名古屋市緑区左京山801

副会長 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 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 愛知県立鳴海高等学校

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

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

会員数 県役名 学　　　校　　　名

（理事定数） 教・副 学　校　所　在　地
役名 氏　名

ふり　　がな
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県番 学校電話

県市名 学校FAX

30 22 名 理事 ふじ　ひろみ 06-6772-7961

大阪市 0 藤　　宏美 06-6772-7965

常任理事 かまの　まさと 078-621-4101

0 鎌野　正人 078-621-4102

31 157 名 理事 かみで　まさひこ 078-691-1135

兵庫 0 上出　正彦 078-691-1136

理事 たけはら　かずのり 0790-48-2311

0 竹原　一典 0790-48-2312

32 13 名 理事 きだ　つとむ 078-521-4700

神戸市 0 来田　　勉 078-521-6450

33 60 名 理事 かがみ　ひでかず 0747-52-4171

奈良 0 香美　秀一 0747-52-8659

理事 じょう　ひでのり 0736-73-3411

34 80 名 0 城　　秀憲 0736-73-3412

和歌山 理事 うの　けんじ 073-436-1366

0 宇野　健二 073-423-8033

中国地区 277 校 406 名 （8名）

35 44 名 理事 みたに　なるひこ 0859-22-2178

鳥取 0 三谷　徳彦 0859-22-2170

36 49 名 理事 しんぐう　なるひろ 0852-21-6329

島根 0 新宮　成浩 0852-21-1975

常任理事 ひらが　とおる 086-279-2005

37 93 名 研究副部長 平賀　　徹 086-279-9913

岡山 理事 さかや　まこと 086-455-5811

0 阪谷　　誠 086-455-5813

理事 まえだ　ひでゆき 0848-37-6106

0 前田　秀幸 0848-37-6077

38 152 名 理事 みやもと　ひろゆき 0829-72-1185

広島 0 宮本　博幸 0829-72-0424

理事 いけだ　ふみひで 08477-2-2155

0 池田　文秀 08477-2-2154

39 68 名 理事 はらもと　えつみ 083-922-8511

山口 0 原本　悦美 083-922-0503

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

（3名） 教頭 〒738-0222 廿日市市津田850

副会長 広島県立東城高等学校

教頭 〒729-5125 庄原市東城町川西476-2

会長 広島県立尾道北高等学校

教頭 〒722-0046 尾道市長江3-7-1

事務局長 広島県立佐伯高等学校

副校長 〒703-8222 岡山市中区下110

（2名） 副会長 岡山県立倉敷古城池高等学校

副校長 〒712-8046 倉敷市福田町古新田116-1

会長 島根県立松江南高等学校

（1名） 教頭 〒690-8519 松江市八雲台1-1-1

会長 岡山県立岡山城東高等学校

教頭 〒640-8137 和歌山市吹上5-6-18

会長 鳥取県立米子東高等学校

（1名） 副校長 〒683-0051 米子市勝田町1

会長 和歌山県立粉河高等学校

教頭 〒649-6595 紀の川市粉河4632

（2名） 常任理事 和歌山県立桐蔭高等学校

会長 神戸市立楠高等学校

（1名） 教頭 〒652-0045 神戸市兵庫区松本通1-1-1

会長 奈良県立奈良南高等学校

（1名） 教頭 〒638-0821 奈良県吉野郡大淀町下渕983

（3名） 教頭 〒653-0804 神戸市長田区寺池町1-4-1

副会長 兵庫県立北条高等学校

教頭 〒675-2241 加西市段下町847-5

会長 兵庫県立長田高等学校

教頭 〒653-0821 神戸市長田区池田谷町2-5

副会長 兵庫県立兵庫高等学校

会員数 県役名 学　　　校　　　名

（理事定数） 教・副 学　校　所　在　地

会長 大阪市立大阪ビジネスフロンティア高等学校

（1名） 教頭 〒543-0042 大阪市天王寺区烏ケ辻2-9-26

役名 氏　名
ふり　　がな

- 56 -



県番 学校電話

県市名 学校FAX

四国地区 168 校 324 名 （7名）

副会長 はまもと　ひろのぶ 088-623-0461

40 91 名 0 濱本　寛信 088-623-1780

徳島 理事 むらた　ただよし 0883-62-3135

0 村田　忠義 0883-62-4238

常任理事 てらお　あきら 087-831-7251

41 80 名 研究副部長 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 なかお　よりかず 089-943-0187

42 100 名 0 仲尾　賴和 089-934-5766

愛媛 理事 よしおか　せいじ 089-941-3751

0 吉岡　征史 089-943-8039

43 53 名 理事 あだち　のぼる 088-844-1221

高知 0 足達　　昇 088-844-4823

九州地区 521 校 723 名 （17名）

理事 もり　まさひろ 092-661-2171

0 森　　正弘 092-673-1567

44 177 名 理事 いのうえ　たけし 092-821-5831

福岡 0 井上　　毅 092-822-5837

理事 はやし　せつこ 092-921-4001

0 林　　節子 092-928-0758

45 49 名 理事 さかもと　あきひろ 0952-84-2131

佐賀 0 坂本　明弘 0952-71-5008

理事 ほんだ　みおこ 095-861-5106

46 74 名 0 本田美緒子 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

47 104 名 　 菅　　浩 096-324-0748

熊本 理事 つるた　えいいち 096-383-2105

0 鶴田　栄一 096-385-4482

理事 いけべ　ゆうじ 097-543-6249

48 71 名 0 池邉　裕司 097-546-5400

大分 理事 なかがわ　ひろし 097-558-2268

0 中川　博至 097-558-2293

理事 すが　たつろう 0985-24-3405

49 72 名 0 菅　　竜朗 0985-32-1109

宮崎 理事 ほりうち　ひろやす 0985-85-7851

0 堀内　宏康 0985-85-7859

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支援学校

副校長 〒889-1601 宮崎市清武町木原4257-6

（2名） 事務局長 大分県立大分舞鶴高等学校

教頭 〒870-0938 大分市今津留1-19-1

会長 宮崎県立宮崎東高等学校

副校長 〒862-0953 熊本市中央区上京塚町5-1

会長 大分県立大分上野丘高等学校

副校長 〒870-0835 大分市上野丘2-10-1

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

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 佐賀県立白石高等学校

（1名） 副校長 〒849-1101 佐賀県杵島郡白石町大字今泉138-1

会長 長崎県立長崎西高等学校

（3名） 副校長 〒814-8520 福岡市早良区荒江2-19-1

副総務 福岡県立太宰府高等学校

副校長 〒818-0122 太宰府市高雄3-4114

会長 福岡県立香住丘高等学校

副校長 〒813-0003 福岡市東区香住ケ丘1-26-1

総務 福岡県立福岡工業高等学校

教頭 〒790-8530 松山市旭町71

会長 高知県立高知国際高等学校

（1名） 副校長 〒780-8052 高知市鴨部2-5-70

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

（2名） 副会長 愛媛県立松山商業高等学校

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

（2名） 副会長 徳島県立つるぎ高等学校

教頭 〒779-4101 徳島県美馬郡つるぎ町貞光字馬出63-2

会長 香川県立高松高等学校

（理事定数） 教・副 学　校　所　在　地

会長 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

役名 氏　名
ふり　　がな会員数 県役名 学　　　校　　　名
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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 いしたに　よういち 099-251-7387

0 石谷　洋一 099-255-3433

常任理事 とくひら　げんいち 098-998-9324

運営委員長 渡久平元一 098-998-9326

51 88 名 理事 おおがみ　ひろや 098-994-3483

沖縄 運営事務局長 大神　宏哉 098-992-5920

理事代理 にしはら　まこと 098-857-0481

運営副委員長 西原　　誠 098-857-5456

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

（2名） 　　　　　　　　

〒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 3,845 5,393 役員　（118名）

事務局

事務局

事務局

副会長 沖縄県立小禄高等学校

教頭 〒901-0151 那覇市鏡原町22-1

　　　　　　　　

2名 〒113-0034 文京区湯島1-5-28ナーベルお茶の水2階

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

（3名） 教頭 〒901-0305 糸満市西崎1-1-1

教頭 〒890-0052 鹿児島市上之園町23-1

（2名） 副会長 鹿児島県立鶴丸高等学校

教頭 〒890-8502 鹿児島市薬師2-1-1

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

役名 氏　名
ふり　　がな
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