
№ 選出団体 氏　名 勤務先 郵便番号 住　所
1 茨教組 大越　千夏 茨城県教職員組合 310-0852 茨城県水戸市笠原町978-46

2 (55名） 飯岡　伸恭 茨城県教職員組合 310-0852 茨城県水戸市笠原町978-46

3 鈴木　洋子　 茨城県教職員組合 310-0852 茨城県水戸市笠原町978-46

4 （県北） 庄司　崇 日立市立河原子小学校 316-0005 茨城県日立市河原子町4-3-4

5 髙野　以恵子 常陸太田市立誉田小学校 313-0008 茨城県常陸太田市増井町1303

6 会川　学 北茨城市立精華小学校 319-1541 茨城県北茨城市磯原町磯原4-36

7 甲高　清教 日立市立特別支援学校 316-0036 茨城県日立市鮎川町3-11-2

8 藤田　麻里子 常陸太田市立里美小中学校 311-0505 茨城県常陸太田市大中町60-1

9 （那大） 横山　裕之 東海村立村松小学校 319-1112 茨城県那珂郡東海村村松1443-2

10 木村　宏一 大子町立生瀬中学校 319-3515 茨城県久慈郡大子町内大野2963-1

11 小室　厚子 常陸大宮市立美和小学校 319-2602 茨城県常陸大宮市小田野22

12 川又　達也 白鳥学園　那珂町立瓜連中学校319-2102 茨城県那珂市瓜連1015

13 （県央） 長洲　秀典 水戸市立酒門小学校 310-0841 茨城県水戸市酒門町1445-1

14 柏　敬祐 水戸市立上中妻小学校 311-4143 茨城県水戸市大塚町1086-2

15 小野瀬　裕輝 ひたちなか市立那珂湊第三小学校311-1206 茨城県ひたちなか市西十三奉行13251-1

16 國分　香織 ひたちなか市立勝倉小学校 312-0024 茨城県ひたちなか市勝倉3010

17 菅原　美和 ひたちなか市立市毛小学校 312-0033 茨城県ひたちなか市市毛825

18 幸川　秀策 水戸市立城東小学校 310-0012 茨城県水戸市城東2-7-62

19 大津　聡 ひたちなか市立堀口小学校 312-0034 茨城県ひたちなか市堀口588

20 （東西） 所　祐一 城里町立常北中学校 311-4304 茨城県東茨城郡城里町下青山10

21 益子　悦子 茨城町立大戸小学校 311-3114 茨城県東茨城郡茨城町大戸1730-1

22 大槻　悦子 笠間市立笠間小学校 309-1611 茨城県笠間市笠間2689-1

23 塙　洋一 小美玉市立美野里中学校 319-0132 茨城県小美玉市部室1196-3

24 （鹿行） 黒澤　裕美子 鹿嶋市立豊津小学校 314-0036 茨城県鹿嶋市大船津2328-1

25 根本　和行 潮来市立日の出小学校 311-2423 茨城県潮来市日の出3-12-1

26 柴田　雅弘 神栖市立波崎第二中学校 314-0341 茨城県神栖市矢田部3120

27 高崎　満雄 行方市立麻生東小学校 311-3821 茨城県行方市蔵川549

28 深作　貴之 鉾田市立大洋中学校 311-2117 茨城県鉾田市大蔵1337-1

29 （土浦） 相島　美穂子 石岡市立恋瀬小学校 315-0104 茨城県石岡市小見832-1

30 田嵜　一吉 つくば市町立松代小学校 305-0035 茨城県つくば市松代3-3-1

31 福岡　信一 つくば市立桜中学校 305-0018 茨城県つくば市金田1500

32 菊地　淳子 土浦市立土浦第五中学校 300-0025 茨城県土浦市手野町3218-1

33 荒井　知代子 土浦市立土浦第三中学校 300-0843 茨城県土浦市中村南1-25-15

34 福田　雅人 石岡市立東成井小学校 315-0122石岡市茨城県石岡市東成井996

35 山本　孝子 つくば市立みどりの学園義務教育学校305-0882 茨城県つくば市みどりの中央12-1

36 松本　京子 つくば市立並木小学校 305-0044 茨城県つくば市並木2-12

37 久保田　由紀子 かすみがうら市立志筑小学校 315-0075 茨城県かすみがうら市中志筑2112

38 清和　真弓 つくばみらい市立富士見ヶ丘小学校 300-2417 茨城県つくばみらい市富士見ヶ丘2-18-1

39 （常総） 野口　環 筑西市立伊讃小学校 308-0054 茨城県筑西市西谷貝469

40 荒井　通宗 結城市立江川北小学校 307-0044 茨城県結城市田間1421

41 湯本　明宏 下妻市立大型小学校 304-0821 茨城県下妻市別府199

42 佐藤　和久 常総市立水海道西中学校 303-0041 茨城県常総市豊岡町乙1005-1

43 石川　百合恵 桜川市立羽黒小学校 309-1453 茨城県桜川市友部201

44 井上　順子 八千代町立八千代第一中学校300-3544 茨城県結城郡八千代町若1808

45 （県西） 岡安　利明 古河市立総和中学校 306-0226 茨城県古河市女沼290-1

46 有田　貴浩 古河市立古河第二中学校 306-0041 茨城県古河市鴻巣780

47 鈴木　祐哉 境町立境第一中学校 306-0404 茨城県猿島郡境町長井戸1682

48 大久保　美代子 古河市立諸川小学校 306-0126 茨城県古河市諸川1097

49 （稲北） 石神　徳千代 牛久市立神谷小学校 300-1216 茨城県牛久市神谷4-14

50 髙田　和則 稲敷市立江戸崎小学校 300-0504 茨城県稲敷市江戸崎甲3194

51 永井　晶也 利根町立利根中学校 300-1604 茨城県北相馬郡利根町横須賀1277

52 河野　元 龍ヶ崎市立大宮小学校 301-0816 茨城県龍ケ崎市大徳町4945

53 橋本　慎一郎 河内町立かわち学園 300-0305 茨城県稲敷郡河内長竿5456-1

54 淺野　規子 阿見町立阿見第二小学校 300-0331 茨城県稲敷郡阿見町阿見4988

55 髙橋　正典 龍ケ崎市立中根台中学校 301-0002 茨城県龍ケ崎市中根台1-12

56 学校長会 矢口　典子 笠間市立岩間第二小学校 319-0205 茨城県笠間市押辺529-1
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57 （35名） 安島　孝博 ひたちなか市立東石川小学校 312-0052 茨城県ひたちなか市東石川1-1-1

58 山﨑　誠 常陸大宮市立大宮西小学校 319-2266 茨城県常陸大宮市抽ケ台町2906-8

59 大高　伸一 那珂市立第一中学校 311-0111 茨城県那珂市後台2547

60 稲田　雅志 小美玉市立小川南中学校 311-3423 茨城県小美玉市小川650

61 篠原　和志 茨城町立大戸小学校 311-3114 茨城県東茨城郡茨城町大戸1730-1

62 藤田　洋一 東海村立中丸小学校 319-1112 茨城県那珂郡東海村村松2124-8

63 根本　泰 常陸太田市立機初小学校 313-0025 茨城県常陸太田市幡町929

64 今橋　由己男 日立市立助川小学校 317-0065 茨城県日立市助川町2-15-1

65 西野　泰司 常陸太田市立世谷中学校 313-0022 茨城県常陸太田市真弓町1878

66 田﨑　喜広 日立市立助川中学校 317-0071 茨城県日立市鹿島町3-5-1

67 大髙　基 高萩市立高萩小学校 318-0021 茨城県高萩市安良川1048

68 中島　修 日立市立久慈中学校 319-1222 茨城県日立市久慈町6-20-2

69 増田　晃 北茨城市立大津小学校 319-1702 茨城県北茨城市大津町2301-14

70 武田　民弥 行方市立北浦小学校 311-1705 茨城県行方市内宿358-2

71 箕輪　直 鹿嶋市立三笠小学校 314-0031 茨城県鹿嶋市宮中2042-1

72 塩田　弘 神栖市立横瀬小学校 314-0113 茨城県神栖市横瀬1276-15

73 木下　健 鉾田市立白鳥東小学校 311-12111茨城県鉾田市上沢14

74 池田　純子 神栖市立波崎第四中学校 314-0342 茨城県神栖市土合北1-8-10

75 藤沼　浩 鉾田市立鉾田南中学校 311-1517 茨城県鉾田市鉾田1469-1

76 根本　政世士 潮来市立潮来第二中学校 311-2406 茨城県潮来市新宮1868-1

77 黒田　正紀 稲敷市立新利根小学校 300-1412 茨城県稲敷市柴﨑7218-4

78 豊嶋　俊彦 つくばみらい市立伊奈東中学校300-2306 茨城県つくばみらい市南太田254

79 橋爪　智 河内町立かわち学園 300-1312 茨城県稲敷郡河内町長竿5456-1

80 寺田　純子 利根町立文間小学校 300-1601 茨城県北相馬郡利根町大房228

81 小島　典則 土浦市立土浦小学校 300-0044 茨城県土浦市大手町13-32

82 小林　正雄 取手市立布取手西小学校 302-0026 茨城県取手市稲70

83 岡野　光浩 つくば市立秀峰筑波義務級育学校300-4231 茨城県つくば市北条5073

84 吉田　浩康 古河市立総和中学校 306-0226 茨城県古河市女沼290-1

85 柴山　勝利 筑西市立下館南中学校 308-0842 茨城県筑西市一本松546

86 大森　達也 結城市立結城東中学校 307-0001 茨城県結城市3381

87 上坂　仁志 桜川市立谷貝小学校 300-4426 茨城県桜川市真壁町下谷貝1146-1

88 飯村　晃 下妻市立下妻中学校 304-0056 茨城県下妻市長塚乙38-1

89 高橋　長男 八千代町立八千代第一中学校300-3544 茨城県結城郡八千代町若1808

90 服部　仁一 常総市立水海道中学校 303-0006 茨城県常総市小山戸町61

91 高校長協会 渡邉　剛 下妻第一高等学校 304-0067 茨城県下妻市下妻乙226-1

92 （6名） 吉澤　和彦 日立工業高等学校 317-0077 茨城県日立市城南町2-12-1

93 内桶　二郎 小瀬高等学校 319-2401 茨城県常陸大宮市上小瀬1881

94 平山　茂男 鉾田第二高等学校 311-1517 茨城県鉾田市鉾田1158

95 瀧ヶ﨑　宗夫 取手松陽高等学校 302-0001 茨城県取手市小文間4770

96 髙橋　淳 水海道第一高等学校 303-0025 茨城県常総市水海道亀岡町2543

97 茨高教組 菅井　洋実 太田第一高等学校 313-0005 茨城県常陸太田市栄町58

98 （10名） 久保田　章 協和特別支援学校 309-1121 茨城県筑西市谷永島495-1

99 齊藤　一利 水戸第三高等学校 310-0011 茨城県水戸市三の丸2-7-27

100 小林　秀行 勝田特別支援学校 312-0062 茨城県ひたちなか市高場2452

101 横瀬　健司 鉾田第二高等学校 311-1517 茨城県鉾田市鉾田1158

102 皆川　　聡 下妻第二高等学校 304-0067 茨城県下妻市下妻乙347-8

103 國井　啓介 茎﨑高等学校 300-1272 茨城県つくば市茎﨑447-8

104 豊島　　肇 土浦第三高等学校 300-0835 茨城県土浦市大岩田町1599

105 杉山　　周 伊奈高等学校 300-2341 茨城県つくばみらい市福田711

106 本田　龍也 高萩清松高等学校 318-0001 茨城県高萩市赤浜1864


