
番号 役職 都道府県名 氏名 〒（勤務先） 勤務先住所 勤務先高校名

1 委員 北海道 野坂　清隆 003-0809 札幌市白石区菊水９条３丁目 北海道札幌東高等学校

2 委員 青森県 竹谷　直行 036-8144 青森県弘前市原ヶ平山元１１２－２１ 弘前学院聖愛高等学校

3 委員 岩手 五日市　悌 020-0062 盛岡市長田町7-60 岩手高等学校

4 委員 宮城 高橋　義憲 989-1621 柴田郡柴田町本船迫字十八津入7-3 柴田高等学校

5 委員 秋田 千葉　智 016-0851 能代市緑町4-1 能代松陽高等学校

6 委員 山形 井本　吉彦 999-7707 庄内町廿六木三ツ車8 県立庄内総合高等学校

7 委員 福島 駒　利夫 970-8047 いわき市中央台高久4丁目1 県立いわき光洋高等学校

8 委員 茨城 尾西　雄一 310-0036 水戸市新荘3-2-28 常磐大学高等学校

9 委員 栃木 前田　光弘 320-8525 宇都宮市一の沢1-1-41 作新学院高等学校

10 委員 群馬 島田　利夫 370-0046 高崎市江木町700 県立高崎工業高等学校

11 委員 埼玉 森　　浩 362-0813 北足立郡伊奈町学園4-1-1 県立伊奈学園総合高等学校

12 委員 千葉 田中　信嗣 276-0028 八千代市村上727 八千代松陰高等学校

13_A 委員 東京男 荻　俊樹 112-0012 文京区大塚5-40-10 日本大学豊山高等学校・中学校

13_B 委員 東京女 小田川　惠一 193-0931 八王子市台町4-35-1 八王子学園八王子高等学校

14 委員 神奈川 川口　浩 211-0042 川崎市中原区下新城1-14-1 県立新城高等学校

15 委員 山梨 雨宮　智秋 400-0026 甲府市塩部2-7-1 県立甲府工業高等学校

16 委員 新潟 山田　和弘 959-1313 加茂市幸町1-17-13 県立加茂高等学校

17 委員 富山 高坂　至 930-0424 中新川郡上市町斉神新444 上市高等学校

18 委員 石川 矢田　英 922-8510 加賀市大聖寺永町３３－１ 県立大聖寺高等学校

19 委員 福井 桑野　泰成 916-8510 鯖江市舟津2-5-42 県立鯖江高等学校定時制

20 委員 長野 佐治木　範行 381-0022 長野市大豆島2743-1 県立長野東高等学校

21 委員 岐阜 山脇　佳奈 503-0002 岐阜県大垣市開発町4-300 県立大垣商業高等学校

22 委員 静岡 名倉　靖之 421-0206 焼津市上新田２９２-１ 県立清流館高等学校

23 委員 愛知 深谷　敏之 472-8639 知立市長篠町大山１８－６ 県立知立東高等学校

24 委員 三重 伊藤　貴明 514-1138 津市戸木町3569－1 県立久居高等学校

25 委員 滋賀 池松　和彦 520-3016 栗東市小野６１８ 県立栗東高等学校

26 委員 京都 杉山　晋一 610-1146 京都市西京区大原野西境谷町1丁目12-1・2 府立洛西高等学校

27 委員 大阪 上倉　鉄平 596-0073 岸和田市岸城町10-1 府立岸和田高等学校

28 委員 兵庫 友松　正伸 674-0053 明石市大久保町松陰３６４－１ 県立明石北高等学校

29 委員 奈良 笠岡　　浩 632-0004 天理市櫟本町1532-2 県立添上高等学校

30 委員 和歌山 岸本　拓也 641-0036 和歌山市西浜3丁目6番1号 県立和歌山工業高等学校

31 委員 鳥取 北村　貴宏 689-3541 米子市二本木316-1 米子松蔭高等学校

32 委員 島根 岸　泳児 699-0492 松江市宍道町宍道１５８６ 県立宍道高等学校

33 委員 岡山 松本　寅 706-0226 玉野市東七区244 県立玉野光南高等学校

34 委員 広島 曽根　幹雄 723-0016 三原市宮沖４丁目11-1 県立三原高等学校

35 委員 山口 川本　範幸 751-0826 下関市後田町1-8-1 県立下関南高等学校

36 委員 徳島 渡邊　稔哉 773-0015 徳島県小松島市中田町字原ノ下28の1 小松島西高等学校

37 委員 香川 林　晋平 762-0051 坂出市御供所町1-1-2 県立坂出工業高等学校

38 委員 愛媛 白石　孝太 791-8604 松山市山西町663 新田高等学校

39 委員 高知 齋藤　寛 783-0006 南国市篠原1590 県立高知東工業高等学校

40 委員 福岡 福元　久雄 825-0002 田川市大字伊田2362-3 県立東鷹高等高等学校

41 委員 佐賀 森　啓高 841-0051 鳥栖市元町１９１８番地 県立鳥栖工業高等学校

42 委員 長崎 中田　宏紀 856-0815 大村市森園町1079-3 県立大村工業高等学校

43 委員 熊本 田中　孝典 868-0422 球磨郡あさぎり町上北３１０ 熊本県立南稜高等学校

44 委員 大分 押田　　武 870-8560 大分市新春日町2-1-1 県立大分西高等学校

45 委員 宮崎 永 野 　護 886-8506 小林市水流迫664番地の2 県立小林秀峰高等学校

46 委員 鹿児島 小川　大人 891-0192 鹿児島市小松原2-10-1 ラ・サ-ル学園

47 委員 沖縄 仲里　正和 901-1117 島尻郡南風原町字津嘉山1140 県立南風原高等学校

委員（都道府県代表）


