
№ 選出団体 氏　名 勤務先 № 選出団体 氏　名 勤務先
1 茨教組 上宮　澄江 茨城県教職員組合 56 学校長会 西野　勝美 笠間市立友部中学校
2 （55名） 竹貫美由紀 茨城県教職員組合 57 （35名） 関口　拓生 ひたちなか市立東石川小学校
3 粟野　達哉 茨城県教職員組合 58 川又　寛実 常陸大宮市立大宮西小学校
4 （県北） 大田　和浩 高萩市立松岡中学校 59 佐藤　知光　那珂市立第一中学校
5 小森　　司 日立市立平沢中学校 60 皆藤　正造 小美玉市立小川北中学校

6 滑川　明美 北茨城市立中郷第一小学校 61 長山　　透 城里町立沢山小学校
7 須藤　貴憲 日立市立特別支援学校 62 照沼　和弘 東海村立中丸小学校
8 奈良﨑文俊 常陸太田市立太田中学校 63 長岡　勝典 常陸太田市立久米小学校
9 （那大） 川上　直人　常陸大宮市立明峰中学校 64 鈴木　　泰 日立市立大みか小学校

10 成瀬　　浩 東海村立東海中学校 65 菊池　浩之 常陸太田市立金砂郷中学校
11 鴨志田　収 那珂市立第三中学校 66 内山　信弘 日立市立多賀中学校
12 佐々木裕樹 那珂市立第二中学校 67 根本　幸恵 高萩市立東小学校
13 （県央） 春田　友則 水戸市立第一中学校 68 折笠　良平 日立市立助川中学校
14 　 五十川淳一 水戸市立上大野小学校 69 松下　英俊 北茨城市立華川中学校
15 弓野　聡史 ひたちなか市立勝田第三中学校 70 河嶋　賢一 潮来市立日の出中学校
16 松田　桂子 ひたちなか市立外野小学校 71 小野口吉政 行方市立玉造中学校
17 德武　和子 ひたちなか市立那珂湊第二小学校 72 志村　祥江 潮来市立津知小学校
18 元濱　昭二 水戸市立双葉台中学校 73 大槻　　豊 神栖市立神栖第四中学校
19 菊池　　孝 ひたちなか市立那珂湊第三小学校 74 小原　俊弥 鹿嶋市立平井中学校

20 （東西） 大谷　晴海 茨城町立明光中学校 75 額賀　　博 鉾田市立上島西小学校
21 中山　成男 小美玉市立竹原小学校 76 小畑　弘美 鹿嶋市立大野中学校
22 前田　浩美 城里町立沢山小学校 77 島田　稔紀 石岡市立府中小学校
23 渡邊　健海 笠間市立友部第二中学校 78 柴﨑　卓也 牛久市立牛久第三中学校
24 （鹿行） 齋藤　茂樹 鹿嶋市立中野西小学校 79 根本　賢二 取手市立藤代小学校
25 大塚　正徳 潮来市立延方小学校 80 篠﨑　博明 阿見町立阿見小学校
26 藤代　　茂 神栖市立波崎第一中学校 81 森永　和幸 稲敷市立江戸崎小学校
27 小沼　優子 行方市立北浦中学校 82 仲田　義弘 利根町立布川小学校
28 方波見知己 鉾田市立鉾田北中学校 83 小林　　広 かすみがうら市立霞ヶ浦中学校

29 （土浦） 髙野　　隆 つくばみらい市谷井田小学校 84 高森　敦史 古河市立古河第二中学校

30 小林　　誠 かすみがうら市立新治小学校 85 逆井　　昇 板東市立岩井中学校

31 浅野　洋平 土浦市立都和南小学校 86 増田　則康 結城市立結城西小学校

32 尾見由佳子 つくば市立並木中学校 87 稲川　善成 桜川市立岩瀬西中学校

33 渡邊　　聡 つくば市立谷田部小学校 88 猪野木雅明 下妻市立東部中学校

34 渡邉　　聡 つくばみらい市立福岡小学校 89 金久保敬二 境町立境第一中学校
35 君和田裕之 土浦市立土浦第四中学校 90 佐藤　昭彦 常総市立石下西中学校
36 大竹　克宗 石岡市立小幡小学校 91 高校長協会 髙村　祐一 水戸第一高等学校

37 坪倉　義哲 つくば市立柳橋小学校 92 （6名） 岡部　和也 多賀高等学校

38 奥沢　志乃 つくば市立栗原小学校 93 滑川　雅之 東海高等学校

39 （常総） 倉持智恵子 下妻市立宗道小学校 94 野口　正男 鉾田第一高等学校

40 高橋　康尭 桜川市立大和中学校 95 大和田綾子 土浦湖北高等学校
41 淀縄　晶子 筑西市立五所小学校 96 細野　晃一 下妻第一高等学校

42 内海　秀貴 八千代町立八千代第一中学校 97 茨高教組 菅井　洋実 太田第一高等学校
43 泉　　雅世 筑西市立下館南中学校 98 （10名） 久保田　章 協和特別支援学校

44 塚本　　厚 下妻市立大形小学校 99 齊藤　一利 水戸第三高等学校
45 （県西） 白波瀬　毅 古河市立第二小学校 100 小林　秀行 勝田特別支援学校

46 菊池　雅美 古河市立下辺見小学校 101 横瀬　健司 鉾田第二高等学校
47 菅原　俊彦 境町立長田小学校 102 皆川　　聡 下妻第二高等学校

48 倉持健一郎 坂東市立逆井山小学校 103 星野　雅一 下妻第二高等学校
49 （稲北） 浅野　　宏 稲敷市立沼里小学校 104 國井　啓介 下館第二高等学校
50 倉持　克之 守谷市立けやき台中学校 105 豊島　　肇 鹿島灘高等学校
51 泉　　邦彦 龍ヶ崎市立八原小学校 106 杉山　　周 下館工業高等学校

52 飯田千枝美 牛久市立第三中学校
53 松田　光朗 阿見町立竹来中学校

54 小林　寛紀 牛久市立牛久小学校
55 木村　哲也 河内町立かわち学園

２０１９年度　　茨城県学校生活協同組合総代名簿   　　（敬称略）　総代数106名


