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８ 令和４年度  役 員 名 簿  

 
令和 4 年 6 月 20 日 現在 

全国⾼等学校教頭・副校⻑会 

 

県番 会員数 
役名 氏

ふり

 名
がな

 
県役名 学   校   名 学校電話 

県市名 (理事定数) 教・副 学 校 所 在 地 学校 FAX 

北海道地区  239 校  254 名 （6 名） 

  
常任理事 おおたに けんすけ 会⻑ 北海道札幌⻄⾼等学校 011-611-4401

  
研究副部⻑ 大谷 健介 副校⻑ 〒064-0954 札幌市中央区宮の森 4 条 8-1 011-611-4403

  
理事 ちば たけふみ 副会⻑ 北海道札幌南高等学校 011-521-2311

  
0 千葉 健史 副校⻑ 〒064-8611 札幌市中央区南 18条⻄ 6-1-1 011-521-2316

  
理事 なりた ごう 副会⻑ 北海道石狩翔陽高等学校 0133-74-5771

1 254 名 0 成田  豪 副校⻑ 〒061-3248 石狩市花川東 128-31 0133-74-8741

北海道 (6 名) 理事 にしかわ こうじ 副会⻑ 市立札幌平岸高等学校 011-812-2010

0 ⻄川 浩司 副校⻑ 〒062-0935 札幌市豊平区平岸 5 条 18-1-2 011-812-2049

理事 たなか ようこ 副会⻑ 札幌北斗高等学校 011-711-6121

0 田中 洋子 副校⻑ 〒065-8578 札幌市東区北 15 条東 2 丁目 1-10 011-741-3545

理事 ふくもと のりこ 事務局⻑ 北海道北広島高等学校 011-372-2282

0 福本 典子 副校⻑ 〒061-1112 北広島市共栄 305-3 011-372-2185

東北地区  393 校  524 名 （11 名） 

2 59 名 理事 かさい とくや 会⻑ ⻘森県⽴⻘森⾼等学校 017-742-2411

⻘森 
(1 名) 0 葛⻄ 德哉 教頭 〒030-0945 ⻘森市桜川 8-1-2 017-742-6074

  
理事 かめやま じょう 会⻑ 岩手県立盛岡第一高等学校 019-623-4491

3 93 名 0 ⻲⼭  丈 副校⻑ 〒020-8515 盛岡市上田 3-2-1 019-613-2516

岩手 (2 名) 理事 いわぶち まさあき 副会⻑ 岩手県立盛岡第二高等学校 019-622-5102
  

0 岩渕 雅明 副校⻑ 〒020-0887 盛岡市上ノ橋町 7-57 019-622-7950

  
副会⻑ さいとう ひであき 会⻑ 宮城県仙台第一高等学校 022-257-4501

4 
84 名 0 齋藤 英明 教頭 〒984-8561 仙台市若林区元茶畑 4 022-257-4503

宮城 (2 名) 理事 さとう かつよし 副会⻑ 宮城県仙台第三高等学校 022-251-1246

  
0 佐藤 勝義 教頭 〒983-0824 仙台市宮城野区鶴ケ谷 1-19 022-251-1247

  
常任理事 いわかわ かつとし 会⻑ 秋田県立秋田明徳館高等学校 018-833-1261

5 84 名 研究副部⻑ 岩川 克敏 副校⻑ 〒010-0001 秋田市中通 2-1-51 018-833-1162

秋田 (2 名) 理事 くらやま とおる 副会⻑ 秋田県立秋田高等学校 018-832-7200

0 庫山  徹 副校⻑ 〒010-0851 秋田市手形中台 1 018-832-2969

  
理事 わたなべ かずゆき 会⻑ 山形県立霞城学園高等学校 023-647-0521

6 87 名 0 渡部 和行 副校⻑ 〒990-8580 山形市城南町 1-1-1 023-647-0527

山形 (2 名) 理事 くろき あきら 副会⻑ 山形県立山形東高等学校 023-631-3501

0 ⿊⽊  晃 教頭 〒990-8525 山形市緑町 1-5-87 023-631-3517

  
理事 わたなべ みきお 会⻑ 福島県立福島高等学校 024-535-2391

7 117 名 0 渡邊 幹男 教頭 〒960-8002 福島市森合町 5-72 024-535-2392

福島 (2 名) 理事 おだぎり ふみや 副会⻑ 福島県立会津工業高等学校 0242-27-7456
  

0 小田切史也 教頭 〒965-0802 会津若松市徒之町 1-37 0242-29-9239
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関東地区  939 校  1292 名 （27 名） 

  
常任理事 むとう ひでゆき 会⻑ 茨城県⽴⽔⼾桜ノ牧⾼等学校 029-243-3644

8 130 名 研究副部⻑
武藤 秀之 副校⻑ 〒310-0914 ⽔⼾市⼩吹町 2070 029-241-9642

茨城 (2 名) 理事 いしい しんいち 副会⻑ 茨城県⽴⽔⼾第⼀⾼等学校 029-224-2254
  

0 石井 伸一 副校⻑ 〒310-0011 ⽔⼾市三の丸 3-10-1 029-225-5694

  
常任理事 むらかみ よしひこ 会⻑ 栃木県立上三川高等学校 0285-53-2367

9 102 名 総務 村上 善彦 教頭 〒329-0524 栃木県河内郡上三川町多功 994-4 0285-52-2172

栃木 (2 名) 理事 もりさわ むねはる 副会⻑ 栃木県立小山高等学校 0285-22-0236
  

0 森澤 宗治 教頭 〒323-0028 小山市若木町 2-8-51 0285-22-8449

  
理事 きりゅう かずよし 会⻑ 群馬県立前橋工業高等学校 027-264-7100

10 89 名 0 桐生 一良 副校⻑ 〒371-0006 前橋市石関町 137-1 027-264-7101

群馬 (2 名) 理事 しま ひでとも 副会⻑ 群馬県立高崎工業高等学校 027-323-5450

0 島  秀有 副校⻑ 〒370-0046 高崎市江木町 700 027-325-1427

  
会計監査 あおき かおる 会⻑ 埼玉県立南稜高等学校 048-421-1211

  
0 ⻘⽊  香 教頭 〒335-0031 ⼾⽥市美⼥⽊ 4-23-4 048-422-6055

  
理事 たなか かつのり 副会⻑ 埼玉県立久喜工業高等学校 0480-21-0761

  
0 田中 克典 教頭 〒346-0002 久喜市野久喜 474 0480-29-1023

11 218 名 理事 えのもと りゅうじ 副会⻑ 埼玉県立越生高等学校 049-292-3651

埼玉 (5 名) 0 榎本 龍治 教頭 〒350-0412 ⼊間郡越⽣町⻄和⽥ 600 049-277-1013

理事 いとう しげき 副会⻑ 埼玉県立岩槻高等学校 048-798-7171

⾼校研委員⻑ 伊藤 茂樹 教頭 〒339-0043 さいたま市岩槻区城南 1-3-38 048-791-1500

理事 くろさわ たくや 副会⻑ 埼玉県立寄居城北高等学校 048-581-3111
  

0 ⿊澤 拓也 教頭 〒369-1202 大里郡寄居町桜沢 2601 048-580-1011
  

会計監査 きみつか かずひこ 会⻑ 千葉県立佐倉東高等学校 043-484-1024

0 君塚 一彦 副校⻑ 〒285-0017 佐倉市城内町 278 043-486-0995

12 162 名 理事 さなだ ようこ 副会⻑ 千葉県立千葉商業高等学校 043-251-6335

千葉 
(3 名) 総務 真田 陽子 教頭 〒260-0044 千葉市中央区松波 2-22-48 043-255-8580

 
理事 やなぎうら しげゆき 副会⻑ 習志野市立習志野高等学校 047-472-2148

 
0 柳浦 茂行 教頭 〒275-0001 習志野市東習志野 1-2-1 047-471-4581

  
常任理事 たしろ たけし 会⻑ 神奈川県立横浜緑園高等学校 045-812-3371

  
総務副部⻑ 田代  武 副校⻑ 〒245-0003 横浜市泉区岡津町 2667 045-813-1431

  
理事 こばやし えりこ 副会⻑ 神奈川県立横浜緑ケ丘高等学校 045-621-8641

13 301 名 0 小林恵里子 副校⻑ 〒231-0832 横浜市中区本牧緑ケ丘 37-1 045-624-0765

神奈川 (5 名) 理事 もり ゆか 川崎地区代表 神奈川県立川崎北高等学校 044-855-2631

管理研委員⻑ 森  由佳 副校⻑ 〒216-0003 川崎市宮前区有馬 3-22-1 044-855-7769

理事 やまぐち しゅうじ 横浜南地区代表 神奈川県⽴横浜⻘陵⾼等学校 045-242-1926

0 山口 修司 副校⻑ 〒232-0007 横浜市南区清水ケ丘 41 045-253-6393

理事 いざわ じゅん 横浜北地区代表 神奈川県立田奈高等学校 045-962-3135
  

0 井澤  純 副校⻑ 〒227-0034 横浜市⻘葉区桂台 2-39-2 045-962-9039
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14 32 名 理事 たかはし つかさ 会⻑ 横浜市立横浜総合高等学校 045-744-1900

神奈川市 (1 名) 0 髙橋  司 副校⻑ 〒232-0061 横浜市南区大岡 2-29-1 045-744-1933

  
副会⻑ ないとう たかし 会⻑ 山梨県立甲府南高等学校 055-241-3191

15 56 名 総務部⻑
内藤  京 教頭 〒400-0854 甲府市中小河原町 222 055-241-3145

山梨 (2 名) 理事 なかがわ たかひろ 副会⻑ ⼭梨県⽴⻘洲⾼等学校 055-272-1161
  

総務 中川 貴博 教頭 〒409-3601 ⻄⼋代郡市川三郷町市川⼤門 1733-2 055-272-1164

  
会⻑ ふくだ ようぞう 総務 東京都立大泉桜高等学校 03-3978-1180

  
0 福田 洋三 副校⻑ 〒178-0062 練馬区大泉町 3-5-7 03-3924-9411

  
会計 くろたに くにお 会計 東京都立葛飾商業高等学校 03-3607-5178

  
0 ⿊⾕ 邦男 副校⻑ 〒125-0051 葛飾区新宿 3-14-1 03-3826-1921

16 202 名 常任理事 まつい あきお 会⻑ 東京都立日野台高等学校 042-582-2511

東京 (5 名) 研究部⻑ 松井 章朗 副校⻑ 〒191-0061 日野市大坂上 4-16-1 042-581-5035

  常任理事 かとう たけし 副部会⻑ 東京都立保谷高等学校 042-422-3223

  総務 加藤  武 副校⻑ 〒202-0005 ⻄東京市住吉町 5-8-23 042-423-9631

常任理事 さかぐち ゆういち 副部会⻑ 東京都立小金井北高等学校 042-385-2611

⽣徒研委員⻑ 坂口 雄一 副校⻑ 〒184-0003 小金井市緑町 4-1-1 042-382-9522

北信越地区  348 校  409 名 （9 名） 

  
理事 いけだ まさし 会⻑ 新潟県立新潟高等学校 025-266-2141

17 110 名 0 池田  匡 副校⻑ 〒951-8127 新潟市中央区関屋下川原町 2-635 025-267-7795

新潟 (2 名) 理事 しみず さとる 副会⻑ 新潟県⽴⻑岡⾼等学校 0258-32-0072

0 清水  哲 副校⻑ 〒940-0041 ⻑岡市学校町 3-14-1 0258-33-0650

18 61 名 理事 たなか さとる 会⻑ 富山県立魚津高等学校 0765-22-0221

富山 (1 名) 0 田中  悟 教頭 〒937-0041 魚津市吉島 945 0765-22-9970

  
常任理事 かわぎし みほ 会⻑ 石川県立金沢泉丘高等学校 076-241-6117

  
運営委員⻑ 河岸 美穂 副校⻑ 〒921-8517 金沢市泉野出町 3-10-10 076-245-5253

19 69 名 理事 ふくおか たつひこ 副会⻑ 石川県立金沢二水高等学校 076-241-3167

石川 (3 名) 運営副委員⻑ 福岡 辰彦 副校⻑ 〒921-8117 金沢市緑が丘 20-15 076-244-4555

理事代理 やしき ひでき 副会⻑ 石川県立七尾高等学校 0767-52-3187

運営事務局⻑ 屋敷 秀樹 副校⻑ 〒926-0817 七尾市⻄藤橋町エ 1-1 0767-52-6101

20 55 名 理事 みたけ まさあき 会⻑ 福井県立羽水高等学校 0776-36-1678

福井 (1 名) 0 三武 正明 教頭 〒918-8114 福井市羽水 1-302 0776-36-1676

  
理事 まきうち ちあき 会⻑ ⻑野県飯⽥⾼等学校 0265-22-4500

21 114 名 0 牧内 千明 教頭 〒395-0004 飯⽥市上郷⿊⽥ 450 0265-22-8180

⻑野 (2 名) 理事 くらした なおし 副会⻑ ⻑野県須坂⾼等学校 026-245-0334

0 倉下  直 教頭 〒382-0091 須坂市須坂 1518-2 026-251-2352
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東海地区  447 校  785 名 （15 名） 

  常任理事 いしむら としき 会⻑ 静岡県立静岡高等学校 054-245-0567

  研究副部⻑
石村 俊樹 副校⻑ 〒420-8608 静岡市葵区⻑⾕町 66 054-248-1499

  理事 いちかわ さちこ 副会⻑ 静岡県立沼津東高等学校 055-921-0341

22 235 名 0 市川 幸子 副校⻑ 〒410-0011 沼津市岡宮 812 055-921-0345

静岡 (4 名) 理事 おおはし こうじ 副会⻑ 静岡県立清水東高等学校 054-366-7030
  

0 大橋 康二 副校⻑ 〒424-0801 静岡市清水区秋吉町 5-10 054-366-7685
  

理事 たなか ひろし 副会⻑ 静岡県立浜松北高等学校 053-454-5548
  

0 田中  洋 副校⻑ 〒432-8013 浜松市中区広沢 1-30-1 053-456-3316

  理事 おかじま まさずみ 会⻑ 愛知県立緑丘高等学校 052-791-8226

  準備委員⻑
岡島 正純 教頭 〒463-8511 名古屋市守山区緑ヶ丘 1008 052-791-7885

  理事 にしむら きみひと 副会⻑ 愛知県立犬山高等学校 0568-61-0236

  準備副委員⻑ ⻄村 公仁 教頭 〒484-0081 犬山市犬山北首塚 2 0568-61-6326

23 287 名 理事 ませ まさかず 副会⻑ 愛知県立大府東高等学校 0562-48-5811

愛知 (5 名) 0 間瀬 政和 教頭 〒474-0011 大府市横根町膝折 1-4 0562-44-0665

理事 かげやま おさむ 総務 愛知県立春日井高等学校 0568-81-2251

準備事務局⻑ 蔭山  靖 教頭 〒486-0844 春日井市鳥居松町 1-55 0568-85-9425

理事 つぼい かよ 書記 愛知県立名古屋南高等学校 052-613-0001

0 坪井 佳代 教頭 〒457-0833 名古屋市南区東又兵ヱ町 5-1-11 052-614-4884

24 16 名 理事 いわなが せいし 会⻑ 名古屋市立向陽高等学校 052-841-7138

名古屋市 (1 名) 0 岩永 誠之 教頭 〒466-0042 名古屋市昭和区広池町 47 052-853-2543

 副会⻑ かさはら つねとよ 会⻑ 岐阜県立岐山高等学校 058-231-2905

 0 笠原 常豊 教頭 〒502-0071 岐⾩市⻑良⼩⼭⽥ 2587-1 058-295-2720

25 150 名 理事 かま なおつぐ 副会⻑ 岐阜県立羽島北高等学校 058-388-3611

岐阜 (3 名) 0 蒲  尚胤 教頭 〒501-6112 岐阜市柳津町北塚 3-110 058-388-4939

理事 やまだ まさつぐ 副会⻑ 岐阜県立大垣東高等学校 0584-81-2331

0 山田 理嗣 教頭 〒503-0857 大垣市美和町 1784 0584-74-9697

  理事 うめだ もとき 会⻑ 三重県立桑名工業高等学校 0594-31-5231

26 97 名 0 梅田 元紀 教頭 〒511-0944 桑名市芳ヶ崎 1330-1 0594-32-0421

三重 (2 名) 理事 いとう こうじ 副会⻑ 三重県立四日市南高等学校 059-345-3177

0 伊藤 光司 教頭 〒510-8562 四日市市大字日永字岡山 4917 059-345-9549

近畿地区  510 校 611 名 （12 名） 

27 70 名 理事 よこい かずみつ 会⻑ 滋賀県立草津東高等学校 077-564-4681

滋賀 (1 名) 0 横井 和暢 教頭 〒525-0025 草津市⻄渋川 2-8-65 077-562-1601

28 60 名 理事 のむら やすたか 会⻑ 京都府立木津高等学校 0774-72-0031

京都 (1 名) 0 野村 康隆 副校⻑ 〒619-0214 木津川市木津内田山 34 0774-72-0032

  常任理事 しまおか りつこ 会⻑ 大阪府立大塚高等学校 072-332-7515

  研究副部⻑
島岡 律子 教頭 〒580-0011 松原市⻄⼤塚 2-1005 072-332-7579

29 168 名 理事 きしの としまさ 副会⻑ 大阪府立岸和田高等学校 072-422-3691

大阪 (3 名) 0 岸野 敏昌 教頭 〒596-0073 岸和田市岸城町 10-1 072-432-5266
  

理事 わたなべ そう 事務局⻑ 大阪府立布施北高等学校 06-6787-2666
  

0 渡辺  創 教頭 〒577-0024 東⼤阪市荒本⻄ 1-2-72 06-6787-7305
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県番 会員数 

役名 氏
ふり

 名
がな

 
県役名 学   校   名 学校電話 

県市名 (理事定数) 教・副 学 校 所 在 地 学校 FAX 

  
理事 

かみで まさひこ 
会⻑ 兵庫県立兵庫高等学校 078-691-1135

  
0 上出 正彦 教頭 〒653-0804 神⼾市⻑⽥区寺池町 1-4-1 078-691-1136

31 160 名 理事 しばた まさたけ 
副会⻑ 兵庫県立夢野台高等学校 078-691-1546

兵庫 (3 名) 0 柴田 尚剛 教頭 〒653-0801 神⼾市⻑⽥区房王寺町 2-1-1 078-691-1548
  

理事 
こんどう かずひろ

副会⻑ 兵庫県⽴⻄宮甲⼭⾼等学校 0798-74-2460
  

0 近藤 和弘 教頭 〒662-0004 ⻄宮市鷲林寺剣⾕ 10 0798-74-2461

32 13 名 理事 
やまうち しの 

会⻑ 神⼾市⽴摩耶兵庫⾼等学校 078-360-1316

神⼾市 (1 名) 0 山内 紫乃 教頭 〒650-0044 神⼾市中央区東川崎町 1-3-8 078-360-1318

33 61 名 常任理事 いぬい まなぶ 
会⻑ 奈良県立郡山高等学校 0743-52-0001

奈良 (1 名) 0 乾井  学 教頭 〒639-1011 奈良県大和郡山市城内町 1-26 0743-52-8344

  
理事 

えもと ひろかず 
会⻑ 和歌山県立海南高等学校 073-482-3363

34 79 名 0 繪本 浩和 教頭 〒642-0022 海南市大野中 651 073-484-2346

和歌山 (2 名) 理事 
まるやま ひろし 

事務局⻑ 和歌山県立星林高等学校 073-444-4181

0 丸山  寬 教頭 〒641-0036 和歌⼭市⻄浜 2-9-9 073-444-6332

中国地区  274 校  401 名 （8 名） 

35 44 名 常任理事
みたに なるひこ 

会⻑ 鳥取県立倉吉東高等学校 0858-22-5205

鳥取 (1 名) 研究副部⻑ 三谷 徳彦 副校⻑ 〒682-0812 倉吉市下田中町 801 0858-22-5206

36 49 名 理事 さかね ひろゆき 
会⻑ 島根県立松江商業高等学校 0852-21-3261

島根 (1 名) 0 坂根 博行 教頭 〒690-8525 松江市浜乃木 8-1-1 0852-21-7046

  
理事 

さかや まこと 
会⻑ 岡山県立倉敷古城池高等学校 086-455-5811

37 92 名 0 阪谷  誠 副校⻑ 〒712-8046 倉敷市福田町古新田 116-1 086-455-5813

岡山 (2 名) 理事 
こばやし たかき 

副会⻑ 岡山県立玉野光南高等学校 0863-51-2311

 0 小林 高樹 副校⻑ 〒706-0226 玉野市東七区 244 0863-51-2414

  
理事 

いとう さわこ 
会⻑ 広島県立日彰館高等学校 0824-43-3135

  
0 伊藤佐和子 教頭 〒729-4211 三次市吉舎町吉舎 293-2 0824-43-3779

38 149 名 理事 
おざき たかえ 

事務局⻑ 広島県立安芸高等学校 082-289-3101

広島 (3 名) 0 尾崎 隆枝 教頭 〒732-0032 広島市東区上温品 4-65-1 082-289-7001

理事 
こうの ゆきお 

副会⻑ 広島県立府中高等学校 0847-41-4223

0 河野 幸夫 教頭 〒726-0032 府中市出口町 898 0847-41-4228

39 67 名 理事 はらもと えつみ 
会⻑ 山口県立山口高等学校 083-922-8511

山口 
(1 名) 0 原本 悦美 副校⻑ 〒753-8508 山口市糸米 1-9-1 083-922-0503
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県番 会員数 

役名 氏
ふり

 名
がな

 
県役名 学   校   名 学校電話 

県市名 (理事定数) 教・副 学 校 所 在 地 学校 FAX 

四国地区  168 校  325 名 （7 名） 

  
常任理事 とよた せいじ 会⻑ 徳島県立徳島北高等学校 088-698-8004

40 92 名 研究副部⻑
豊田 聖司 教頭 〒771-1153 徳島市応神町吉成字中ノ瀬 40-6 088-698-8184

徳島 (2 名) 理事 みやもと ひでき 副会⻑ 徳島県⽴富岡⻄⾼等学校 0884-22-0041
  

0 宮本 秀樹 教頭 〒774-0030 阿南市富岡町小山 18-3 0884-23-4579

  
理事 てらお あきら 会⻑ 香川県立高松高等学校 087-831-7251

41 80 名 0 寺尾  章 教頭 〒760-0017 高松市番町 3-1-1 087-831-0010

香川 (2 名) 理事 わたなべ こういちろう 副会⻑ 香川県立高松商業高等学校 087-833-1971
  

0 渡辺浩一郎 教頭 〒760-0068 高松市松島町 1-18-54 087-862-3229

  
理事 よしおか せいじ 会⻑ 愛媛県立松山商業高等学校 089-941-3751

42 100 名 0 吉岡 征史 教頭 〒790-8530 松山市旭町 71 089-943-8039

愛媛 (2 名) 理事 あべ たつや 副会⻑ 愛媛県立松山東高等学校 089-943-0187

0 阿部 達哉 教頭 〒790-8521 松山市持田町 2-2-12 089-934-5766

43 53 名 理事 たけうち かつゆき 会⻑ 高知県立高知追手前高等学校 088-873-6141

高知 (1 名) 0 武内 克行 教頭 〒780-0842 高知市追手筋 2-2-10 088-873-9748

九州地区  521 校  730 名 （16 名） 

  
副会⻑ きよすけ まさたか 会⻑ 福岡県立福岡高等学校 092-651-4265

  
0 清輔 正孝 副校⻑ 〒812-0043 福岡市博多区堅粕 1-29-1 092-632-5038

44 180 名 理事 ふじの よしひさ 総務 福岡県立福岡講倫館高等学校 092-871-2710

福岡 (3 名) 0 藤野 嘉久 副校⻑ 〒814-0033 福岡市早良区有田 3-9-1 092-865-9641

理事 なかむら みえこ 副総務 福岡県立福岡魁誠高等学校 092-938-2021

0 中村美恵子 副校⻑ 〒811-2311 福岡県糟屋郡粕屋町⻑者原東 5-5-1 092-938-0127

45 50 名 理事 さかもと あきひろ 会⻑ 佐賀県立唐津特別支援学校 0955-78-2394

佐賀 (1 名) 0 坂本 明弘 副校⻑ 〒847-0002 唐津市山本 788-12 0955-70-3350

  
理事 しげむら やすひこ 会⻑ ⻑崎県⽴⻑崎⻄⾼等学校 095-861-5106

46 74 名 0 重村 恭彦 教頭 〒852-8014 ⻑崎市⽵の久保町 12-9 095-861-3432

⻑崎 (2 名) 理事 いとう いつろう 副会⻑ ⻑崎県⽴佐世保南⾼等学校 0956-31-5291

0 伊藤 逸郎 教頭 〒857-1151 佐世保市日宇町 2526 0956-31-4103

  
理事 よしなが たけゆき 会⻑ 熊本県立済々黌高等学校 096-343-6195

47 106 名 
 吉永 武幸 副校⻑ 〒860-0862 熊本市中央区⿊髪 2-22-1 096-346-8943

熊本 (2 名) 理事 よしだ みつる 副会⻑ 熊本県立熊本農業高等学校 096-357-8800

0 吉田  充 副校⻑ 〒861-4105 熊本市南区元三町 5-1-1 096-357-6699

  
理事 ながの まさき 会⻑ 大分県立大分舞鶴高等学校 097-558-2268

48 70 名 0 ⻑野 雅樹 副校⻑ 〒870-0938 大分市今津留 1-19-1 097-558-2293

大分 (2 名) 理事 なかしま まなぶ 事務局⻑ 大分県立大分鶴崎高等学校 097-527-2166

0 中島  学 教頭 〒870-0104 大分市南鶴崎 3-5-1 097-521-5443

  
理事 うえだ たくじ 会⻑ 宮崎県立宮崎東高等学校 0985-24-3405

49 72 名 0 植田 拓治 副校⻑ 〒880-0056 宮崎市神宮東 1-2-42 0985-32-1109

宮崎 (2 名) 理事 かじやま いちろう 副会⻑ 宮崎県立みやざき中央支援学校 0985-39-1633
  

0 楫山 一郎 副校⻑ 〒880-0121 宮崎市大字島之内 2100 0985-39-6046
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常任理事

にしなかま あきひろ
会⻑ 鹿児島県立甲南高等学校 099-254-0175

50 88 名 研究副部⻑
⻄中間明弘 教頭 〒890-0052 鹿児島市上之園町 23-1 099-254-0176

鹿児島 (2 名) 理事 
とくどめ けんさく

副会⻑ 鹿児島県立鶴丸高等学校 099-251-7387
  

0 德留 健作 教頭 〒890-8502 鹿児島市薬師 2-1-1 099-255-3433

  
理事 

くろしま なおてつ
会⻑ 沖縄県立那覇国際高等学校 098-860-5931

51 90 名 0 ⿊島 直哲 教頭 〒900-0005 那覇市天久 1-29-1 098-860-3810

沖縄 (2 名) 理事 
なかま よしのぶ 

副会⻑ 沖縄県立小禄高等学校 098-857-0481
  

0 仲間 吉信 教頭 〒901-0151 那覇市鏡原町 22-1 098-857-5456

事 務 局    2 名 

事務局 

 
局⻑ 

はりま としゆき 
事務局

 03-5840-6104

2 名 0 針馬 利行 〒113-0034 文京区湯島 1-5-28 ナーベルお茶の水 2 階 03-5840-6108

(2 名) 次⻑ 
たまい あつし 

事務局

 03-5840-6104

0 玉井  篤 〒113-0034 文京区湯島 1-5-28 ナーベルお茶の水 2 階 03-5840-6108

合   計 47都道府県 3 市 3,839 校   5,331 名    役員 （113 名） 

 

  


