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1 青森県 特別支援学校 青森県立七戸養護学校 あおもりけん しちのへ 倉岡　隆志 くらおか　たかし 五 男

2 青森県 中学校 青森市立沖館中学校 あおもりし おきだて 小野　優子 おの　ゆうこ 一 女

3 青森県 高等学校 青森県立十和田西高等学校 あおもりけん とわだにし 會津　淳也　 あいづ　じゅんや 二 男

4 青森県 小学校 弘前市立和徳小学校 ひろさきし わとく 堀内　浩子 ほりうち　ひろこ 四 女

5 青森県 中学校 三戸町立三戸中学校 さんのへまち さんのへ 島守　詩子 しまもり　うたこ 六 女

6 岩手県 小学校 盛岡市立城北小学校 もりおかし じょうほく 田中　克徳 たなか　かつのり 六 男

7 岩手県 中学校 盛岡市立下橋中学校 もりおかし しものはし 佐伯　祝 さえき　はじめ 六 男

8 岩手県 高等学校 岩手県立盛岡第一高等学校 いわてけん もりおかだいいち 和田　健利 わだ　たけとし 四 男

9 岩手県 高等学校 岩手県立福岡高等学校 いわてけん ふくおか 小原　謙一 おばら　けんいち 四 男

10 岩手県 高等学校 岩手県立岩谷堂高等学校 いわてけん いわやどう 小野　悟 おの　さとる 四 男

11 岩手県 特別支援学校 岩手県立盛岡視覚支援学校 いわてけん もりおかしかく 菅原　裕子 すがわら　ひろこ 五 女

12 岩手県 特別支援学校 岩手県立盛岡みたけ支援学校 いわてけん もりおかみたけ 菊地　瑞民 きくち　みずひと 五 男

13 宮城県 小学校 大河原町立大河原小学校 おおがわらまち おおがわら 杉山　義隆 すぎやま　よしたか 六 男

14 宮城県 高等学校 宮城県石巻北高等学校 みやぎけん いしのまききた 佐々木　ひとみ ささき　ひとみ 三 女

15 宮城県 小学校 岩沼市立岩沼小学校 いわぬまし いわぬま 加　　　琢也 かとう　たくや 六 男

16 宮城県 高等学校 宮城県工業高等学校 みやぎけん こうぎょう 大友　憲一 おおとも　けんいち 一 男

17 宮城県 小学校 大崎市立古川第一小学校 おおさきし ふるかわだいいち 多田　晃子 ただ　こうこ 一 女

18 宮城県 小学校 川崎町立前川小学校 かわさきまち まえかわ 八巻　雅恵 やまき　まさえ 一 女

19 宮城県 小学校 涌谷町立涌谷第一小学校 わくやちょう わくやだいいち 手嶋　美枝子 てしま　みえこ 一 女

20 宮城県 中学校 栗原市立高清水中学校 くりはらし たかしみず 三浦　道子 みうら　みちこ 一 女

21 宮城県 小学校 気仙沼市立大谷小学校 けせんぬまし おおや 菅原　弘倫 すがわら　ひろのり 六 男

22 秋田県 小学校 能代市立常盤小学校 のしろし ときわ 中川　博子　 なかがわ　ひろこ 一 女

23 秋田県 中学校 秋田市立山王中学校 あきたし さんのう 木内　恒 きのうち　こう 四 男

24 秋田県 小学校 由利本荘市立下川大内小学校 ゆりほんじょうし しもかわおおうち 倉田　和人 くらた　かずひと 一 男

25 秋田県 中学校 大仙市立大曲中学校 だいせんし おおまがり 佐藤　秀敏 さとう　ひでとし 三 男

26 秋田県 中学校 湯沢市立稲川中学校 ゆざわし いなかわ 倉田　一広 くらた　かずひろ 一 男

27 秋田県 高等学校 秋田県立秋田中央高等学校 あきたけん あきたちゅうおう 伊藤　真 いとう　まこと 一 男

28 秋田県 高等学校 秋田県立秋田明徳館高等学校 あきたけん あきためいとくかん 新目　敏子 あらため　としこ 五 女

29 秋田県 特別支援学校 秋田県立秋田きらり支援学校 あきたけん あきたきらり     田　智子 よしだ　ともこ 五 女

30 山形県 小学校 山形市立第三小学校 やまがたし だいさん 黒原　裕一 くろはら　ゆういち 一 男

31 山形県 中学校 戸沢村立戸沢中学校 とざわむら とざわ 髙橋　明恵 たかはし　あきえ 一 女

32 山形県 高等学校 山形県立村山農業高等学校 やまがたけん むらやまのうぎょう 田島　友幸 たじま　ともゆき 四 男

33 山形県 特別支援学校 山形県立山形聾学校 やまがたけん やまがたろう 伊藤　保子 いとう　やすこ 五 女

34 山形県 小学校 遊佐町立西遊佐小学校 ゆざまち にしゆざ 梶原　勝 かじわら　まさる 六 男

35 山形県 高等学校 山形県立山形工業高等学校 やまがたけん やまがたこうぎょう 加藤　智一 かとう　ともかず 六 男

36 山形県 中学校 上山市立北中学校 かみのやまし きた 渡部　千鶴子 わたなべ　ちづこ 四 女

37 山形県 小学校 東根市立大森小学校 ひがしねし おおもり 平山　公美子 ひらやま　くみこ 六 女

38 山形県 高等学校 山形県立鶴岡北高等学校 やまがたけん つるおかきた 百瀨　敦子 ももせ　あつこ 四 女

39 山形県 中学校 庄内町立余目中学校 しょうないまち あまるめ 加藤　順子 かとう　じゅんこ 六 女

40 福島県 小学校 伊達市立伊達小学校 だてし だて 佐久間　裕之 さくま　ひろゆき 一 男

41 福島県 小学校 会津若松市立鶴城小学校 あいづわかまつし かくじょう 増田　憲子 ますだ　のりこ 一 女

42 福島県 中学校 郡山市立郡山第二中学校 こおりやまし こおりやまだいに 佐藤　美奈子 さとう　みなこ 四 女

43 福島県 中学校 伊達市立松陽中学校 だてし しょうよう 猪狩　克也 いがり　かつや 一 男

平成２４年度　　被　表　彰　者　名　簿　（公立学校）

※年齢については平成２４年４月１日現在のものとし、年齢欄の「－」については、本人の希望により非公表。
※実践分野の番号は「一 学習指導」「二 生徒指導、進路指導」「三 体育、保健、給食指導」「四 部活動指導」「五 特別支援教育」「六 その他」を示している。
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44 福島県 特別支援学校 福島県立須賀川養護学校 ふくしまけん すかがわ 星　ひろ子 ほし　ひろこ 五 女

45 福島県 中学校 白河市立五箇中学校 しらかわし ごか 面川　幸子 おもかわ　さちこ 三 女

46 福島県 小学校 会津若松市立城南小学校 あいづわかまつし じょうなん 菅家　篤 かんけ　あつし 二 男

47 福島県 高等学校 福島県立郡山北工業高等学校 ふくしまけん こおりやまきたこうぎょう 深澤　剛 ふかざわ　たけし 四 男

48 福島県 小学校 郡山市立行健第二小学校 こおりやまし こうけんだいに 湯田　厚子 ゆだ　あつこ 三 女

49 福島県 高等学校 福島県立保原高等学校 ふくしまけん ほばら 加藤　芳弘 かとう　よしひろ 四 男

50 福島県 高等学校 福島県立郡山萌世高等学校 ふくしまけん こおりやまほうせい 佐藤　博 さとう　ひろし 一 男

51 福島県 中学校 会津若松市立第一中学校 あいづわかまつし だいいち 薄　昌弘 うすき　まさひろ 一 男

52 福島県 中学校 南会津町立荒海中学校 みなみあいづちょう あらかい 長田　修一郎 おさだ　しゅういちろう 一 男

53 福島県 中学校 喜多方市立塩川中学校 きたかたし しおかわ 久保木　貞子 くぼき　ていこ 一 女

54 福島県 特別支援学校 福島県立西郷養護学校 ふくしまけん にしごう 草野　雅明 くさの　まさあき 五 男

55 茨城県 小学校 取手市立戸頭西小学校 とりでし とがしらにし 藤田　直子 ふじた　なおこ 五 女

56 茨城県 中学校 高萩市秋山中学校 たかはぎし あきやま 鈴木　浩子 すずき　ひろこ 一 女

57 茨城県 中学校 下妻市立下妻中学校 しもつまし しもつま 山﨑　富江 やまざき　とみえ 三 女

58 茨城県 特別支援学校 茨城県立友部特別支援学校 いばらきけん ともべ 内田　幸枝 うちだ　ゆきえ 五 女

59 茨城県 小学校 水戸市立三の丸小学校 みとし さんのまる 　　澤　千惠子 あいざわ　ちえこ 三 女

60 茨城県 小学校 大洗町立夏海小学校 おおあらいまち なつみ 田山　淳子 たやま　じゅんこ 三 女

61 茨城県 小学校 大子町立上小川小学校 だいごまち かみおがわ 三次　惠美子 みつぎ　えみこ 三 女

62 茨城県 小学校 北茨木市立関本第一小学校 きたいばらきし せきもとだいいち 鈴木　京子 すずき　きょうこ 一 女

63 茨城県 小学校 かすみがうら市立下稲吉小学校 かすみがうらし しもいなよし 井坂　武男 いさか　たけお 一 男

64 茨城県 小学校 つくば市立二の宮小学校 つくばし にのみや 河﨑　秋彦 かわさき　あきひこ 一 男

65 茨城県 小学校 守谷市立松ヶ丘小学校 もりやし まつがおか 栁田　純子 やなぎだ　じゅんこ 一 女

66 茨城県 小学校 筑西市立鳥羽小学校 ちくせいし とば 水越　節子 みずこし　せつこ 五 女

67 茨城県 小学校 八千代町立川西小学校 やちよまち かわにし 市村　利子 いちむら　としこ 一 女

68 茨城県 中学校 潮来市立潮来第一中学校 いたこし いたこだいいち 方波見　明子 かたばみ　あきこ 六 女

69 茨城県 中学校 境町立境第一中学校 さかいまち さかいだいいち 高崎　勝明 たかさき　かつあき 六 男

70 茨城県 高等学校 茨城県立水戸桜ノ牧高等学校 いばらきけん みとさくらのまき 海老澤　芳雅　 えびさわ　よしまさ 四 男

71 茨城県 高等学校 茨城県立佐和高等学校 いばらきけん さわ 根本　和昭 ねもと　かずあき 一 男

72 茨城県 高等学校 茨城県立常北高等学校 いばらきけん じょうほく 藤咲　厚郎 ふじさく　あつお 二 男

73 茨城県 高等学校 茨城県立土浦第三高等学校 いばらきけん つちうらだいさん 岡村　典夫 おかむら　のりお 一 男

74 茨城県 高等学校 茨城県立中央高等学校 いばらきけん ちゅうおう 大内　晃 おおうち　あきら 一 男

75 茨城県 高等学校 茨城県立取手松陽高等学校 いばらきけん とりでしょうよう 中江　和子 なかえ　かづこ 一 女

76 茨城県 高等学校 茨城県立守谷高等学校 いばらきけん もりや 塚本　浩一 つかもと　こういち 四 男

77 茨城県 特別支援学校 茨城県立水戸特別支援学校 いばらきけん みと 榎本　雅充 えのもと　まさみつ 五 男

78 栃木県 小学校 宇都宮市立姿川第一小学校 うつのみやし すがたがわだいいち 浪花　なをみ なにわ　なをみ 一 女

79 栃木県 小学校 鹿沼市立中央小学校 かぬまし ちゅうおう 　　島　拡 かやしま　ひろむ 六 男

80 栃木県 小学校 栃木市立大平南小学校 とちぎし おおひらみなみ 池田　文久 いけだ　ふみひさ 六 男

81 栃木県 小学校 さくら市立喜連川小学校 さくらし きつれがわ 鈴木　左夕 すずき　さゆう 一 女

82 栃木県 小学校 那須塩原市大貫小学校 なすしおばらし おおぬき 磯　隆幸 いそ　たかゆき 一 男

83 栃木県 小学校 佐野市立界小学校 さのし さかい 立川　公重 たちかわ　ひろしげ 一 男

84 栃木県 中学校 宇都宮市立泉が丘中学校 うつのみやし いずみがおか 山本　伸夫 やまもと　のぶお 一 男

85 栃木県 中学校 市貝町立市貝中学校 いちかいまち いちかい 古澤　英明 ふるさわ　ひであき 六 男

86 栃木県 中学校 小山市立間々田中学校 おやまし ままだ 亀山　孝明 かめやま　たかあき 二 男

87 栃木県 中学校 足利市立第二中学校 あしかがし だいに 菊地　広子 きくち　ひろこ 六 女

※年齢については平成２４年４月１日現在のものとし、年齢欄の「－」については、本人の希望により非公表。
※実践分野の番号は「一 学習指導」「二 生徒指導、進路指導」「三 体育、保健、給食指導」「四 部活動指導」「五 特別支援教育」「六 その他」を示している。



№ 都道府県名 学校種 学校名 ふりがな（設置者） ふりがな 氏名 ふりがな
実践
分野

性別

88 栃木県 高等学校 栃木県立宇都宮高等学校 とちぎけん うつのみや 篠﨑　淳 しのざき　じゅん 四 男

89 栃木県 高等学校 栃木県立鹿沼高等学校 とちぎけん かぬま 福田　敏 ふくだ　さとし 四 男

90 栃木県 高等学校 栃木県立足利南高等学校 とちぎけん あしかがみなみ 高瀬　元久 たかせ　もとひさ 二 男

91 栃木県 高等学校 栃木県立益子芳星高等学校 とちぎけん ましこほうせい 廣沢　隆則 ひろさわ　たかのり 四 男

92 栃木県 特別支援学校 栃木県立盲学校 とちぎけん もう 後藤　令子 ごとう　れいこ 五 女

93 群馬県 中学校 伊勢崎市立第一中学校 いせさきし だいいち 宮﨑　きよ子 みやざき　きよこ 二 女

94 群馬県 中学校 渋川市立渋川中学校 しぶかわし しぶかわ 後藤　利夫 ごとう　としお 四 男

95 群馬県 小学校 玉村町立中央小学校 たまむらまち ちゅうおう 筑井　みつ子 つくい　みつこ 六 女

96 群馬県 小学校 藤岡市立美土里小学校 ふじおかし みどり 村田　仁志 むらた　ひとし 五 男

97 群馬県 小学校 高崎市立吉井西小学校 たかさきし よしいにし 新井　久美子 あらい　くみこ 六 女

98 群馬県 小学校 安中市立原市小学校 あんなかし はらいち 勅使川原　光 てしがわら　ひかる 六 男

99 群馬県 中学校 吾妻郡中之条町立西中学校
あがつまぐんなかの
じょうまち

にし 家本　光雄 いえもと　みつお 六 男

100 群馬県 小学校 川場村立川場小学校 かわばむら かわば 桑原　敏江 くわばら　としえ 一 女

101 群馬県 小学校 太田市立強戸小学校 おおたし ごうど 柴﨑　博子 しばさき　ひろこ 二 女

102 群馬県 小学校 桐生市立桜木小学校 きりゅうし さくらぎ 林　三樹夫 はやし　みきお 一 男

103 群馬県 小学校 みどり市立笠懸小学校 みどりし かさかけ 土谷　慎二 つちや　しんじ 六 男

104 群馬県 高等学校 群馬県立高崎女子高等学校 ぐんまけん たかさきじょし 中曽根　径子 なかそね　みちこ 二 女

105 群馬県 高等学校 群馬県立前橋女子高等学校 ぐんまけん まえばしじょし 野村　功 のむら　いさお 六 男

106 群馬県 中等教育学校 群馬県立中央中等教育学校 ぐんまけん ちゅうおう 　　井　靖明 よしい　やすあき 二 男

107 群馬県 特別支援学校 群馬県立聾学校 ぐんまけん ろう 長谷川　良弘 はせがわ　よしひろ 六 男

108 群馬県 高等学校 群馬県立高崎高等学校 ぐんまけん たかさき 加邉　一芳 かべ　かずよし 一 男

109 埼玉県 小学校 鴻巣市立田間宮小学校 こうのすし たまみや 　　井　一生 よしい　かずお 一 男

110 埼玉県 小学校 鴻巣市立鴻巣中央小学校 こうのすし こうのすちゅうおう 丸岡　実苗 まるおか　みなえ 三 女

111 埼玉県 小学校 上尾市立原市南小学校 あげおし はらいちみなみ 石井　都 いしい　みやこ 六 女

112 埼玉県 小学校 志木市立志木第二小学校 しきし しきだいに 小島　典江 こじま　のりえ 一 女

113 埼玉県 小学校 桶川市立日出谷小学校 おけがわし ひでや 杉山　由美子 すぎやま　ゆみこ 一 女

114 埼玉県 小学校 滑川町立月の輪小学校 なめがわまち つきのわ 中島　大輔 なかしま　だいすけ 一 男

115 埼玉県 小学校 川島町立中山小学校 かわじままち なかやま 佐藤　香織 さとう　かおり 一 女

116 埼玉県 小学校 熊谷市立長井小学校 くまがやし ながい 清水　洋子 しみず　ようこ 六 女

117 埼玉県 小学校 秩父市立荒川東小学校 ちちぶし あらかわひがし 宮下　尚之 みやした　なおゆき 三 男

118 埼玉県 小学校 深谷市立深谷小学校 ふかやし ふかや 田中　はるみ たなか　はるみ 六 女

119 埼玉県 小学校 行田市立泉小学校 ぎょうだし いずみ 石塚　由美子 いしづか　ゆみこ 六 女

120 埼玉県 小学校 越谷市立弥栄小学校 こしがやし やさか 内山　留美子 うちやま　るみこ 三 女

121 埼玉県 小学校 八潮市立中川小学校 やしおし なかがわ 大山　照美 おおやま　てるみ 三 女

122 埼玉県 小学校 蓮田市立蓮田南小学校 はすだし はすだみなみ 宮澤　泉 みやざわ　いずみ 一 女

123 埼玉県 小学校 吉川市立中曽根小学校 よしかわし なかそね 伊古田　佐枝子 いこた　さえこ 一 女

124 埼玉県 小学校 宮代町立須賀小学校 みやしろまち すか 竹内　知子 たけうち　ともこ 一 女

125 埼玉県 小学校 白岡市立菁莪小学校 しらおかし せいが 中村　一枝 なかむら　かずえ 一 女

126 埼玉県 中学校 川口市立榛松中学校 かわぐちし はいまつ 岩澤　奈々子 いわさわ　ななこ 三 女

127 埼玉県 中学校 上尾市立大谷中学校 あげおし おおや 鈴木　涼子 すずき　りょうこ 一 女

128 埼玉県 中学校 朝霞市立朝霞第二中学校 あさかし あさかだいに 田嶋　光雄 たじま　みつお 四 男

129 埼玉県 中学校 新座市立第六中学校 にいざし だいろく 影山　葉子 かげやま　ようこ 一 女

130 埼玉県 中学校 所沢市立東中学校 ところざわし ひがし 長戸　あかね ながと　あかね 二 女

131 埼玉県 中学校 所沢市立美原中学校 ところざわし みはら 藤川　岳 ふじかわ　たかし 二 男

※年齢については平成２４年４月１日現在のものとし、年齢欄の「－」については、本人の希望により非公表。
※実践分野の番号は「一 学習指導」「二 生徒指導、進路指導」「三 体育、保健、給食指導」「四 部活動指導」「五 特別支援教育」「六 その他」を示している。



№ 都道府県名 学校種 学校名 ふりがな（設置者） ふりがな 氏名 ふりがな
実践
分野

性別

132 埼玉県 中学校 飯能市立原市場中学校 はんのうし はらいちば 戸口　智雄 とぐち　あきお 一 男

133 埼玉県 中学校 東松山市立東中学校 ひがしまつやまし ひがし 杉浦　勇 すぎうら　いさむ 六 男

134 埼玉県 中学校 鶴ヶ島市立西中学校 つるがしまし にし 峯岸　博美 みねぎし　ひろみ 一 女

135 埼玉県 中学校 吉見町立吉見中学校 よしみまち よしみ 金子　謙一 かねこ　けんいち 一 男

136 埼玉県 中学校 深谷市立南中学校 ふかやし みなみ 田野　智恵子 たの　ちえこ 一 女

137 埼玉県 中学校 行田市立長野中学校 ぎょうだし ながの 浅見　典正 あさみ　のりまさ 二 男

138 埼玉県 中学校 春日部市立東中学校 かすかべし ひがし 佐藤　久子 さとう　ひさこ 五 女

139 埼玉県 中学校 久喜市立鷲宮西中学校 くきし わしのみやにし 成田　也寸志 なりた　やすし 一 男

140 埼玉県 高等学校 埼玉県立熊谷高等学校 さいたまけん くまがや 櫻井　寛 さくらい　ひろし 一 男

141 埼玉県 高等学校 埼玉県立越谷総合技術高等学校 さいたまけん こしがやそうごうぎじゅつ 長岡　邦子 ながおか　くにこ 二 女

142 埼玉県 高等学校 埼玉県立白岡高等学校 さいたまけん しらおか 瀨川　達雄 せがわ　たつお 六 男

143 埼玉県 高等学校 埼玉県立新座柳瀬高等学校 さいたまけん にいざやなせ 近藤　勉 こんどう　つとむ 二 男

144 埼玉県 高等学校 埼玉県立朝霞高等学校 さいたまけん あさか 三矢　正則 みつや　まさのり 二 男

145 埼玉県 高等学校 埼玉県立福岡高等学校 さいたまけん ふくおか 武田　淳 たけだ　あつし 二 男

146 埼玉県 高等学校 埼玉県立春日部高等学校 さいたまけん かすかべ 池内　仁史 いけうち　ひとし 一 男

147 埼玉県 特別支援学校 埼玉県立岩槻特別支援学校 さいたまけん いわつき 田中　理子　 たなか　みちこ 六 女

148 埼玉県 特別支援学校 埼玉県立宮代特別支援学校 さいたまけん みやしろ 渡邊　司 わたなべ　つかさ 六 男

149 千葉県 小学校 船橋市立金杉台小学校 ふなばしし かなすぎだい 佐々木　善裕 ささき　よしひろ 一 男

150 千葉県 小学校 八千代市立八千代台西小学校 やちよし やちよだいにし 小林　雅典 こばやし　まさのり 一 男

151 千葉県 小学校 船橋市立小室小学校 ふなばしし こむろ 峯川　治久 みねかわ　はるひさ 三 男

152 千葉県 小学校 野田市立宮崎小学校 のだし みやざき 吉澤　菜穂子 よしざわ　なおこ 二 女

153 千葉県 小学校 柏市立酒井根西小学校 かしわし さかいねにし 戸塚　千穂 とつか　ちほ 四 女

154 千葉県 小学校 多古町立多古第一小学校 たこまち たこだいいち 根本　滋之 ねもと　しげゆき 一 男

155 千葉県 小学校 茂原市立東郷小学校 もばらし とうごう 小野　奈津子 おの　なつこ 一 女

156 千葉県 小学校 長柄町立長柄小学校 ながらまち ながら 中山　勝巳 なかやま　かつみ 一 男

157 千葉県 小学校 市原市立光風台小学校 いちはらし こうふうだい 常澄　智代 つねずみ　ともよ 一 女

158 千葉県 小学校 鴨川市立小湊小学校 かもがわし こみなと 渡邉　真澄 わたなべ　ますみ 一 女

159 千葉県 小学校 柚ヶ浦市立中川小学校 そでがうらし なかがわ 前田　元子 まえだ　もとこ 一 女

160 千葉県 小学校 木更津市立木更津第一小学校 きさらづし きさらづだいいち 積田　一重 つみた　ひとえ 五 女

161 千葉県 中学校 浦安市立浦安中学校 うらやすし うらやす 林　俊則 はやし　としのり 三 男

162 千葉県 中学校 習志野市立第二中学校 ならしのし だいに 長﨑　裕子 ながさき　ゆうこ 五 女

163 千葉県 中学校 船橋市立若松中学校 ふなばしし わかまつ 宮山　祐子 みややま　ゆうこ 一 女

164 千葉県 中学校 浦安市立堀江中学校 うらやすし ほりえ 鈴木　勉 すずき　つとむ 二 男

165 千葉県 中学校 鎌ヶ谷市立第二中学校 かまがやし だいに 齊木　紀枝 さいき　としえ 一 女

166 千葉県 中学校 流山市立東深井中学校 ながれやまし ひがしふかい 町田　昌子 まちだまさこ 一 女

167 千葉県 中学校 我孫子市立白山中学校 あびこし はくさん 富川　依子 とみかわよりこ 一 女

168 千葉県 中学校 鎌ヶ谷市立第二中学校 かまがやし だいに 眞田　会紀子 さなだ　あきこ 一 女

169 千葉県 中学校 野田市立第二中学校 のだし だいに 大野　洋一 おおの　よういち 四 男

170 千葉県 中学校 多古町立多古中学校 たこちょう たこ 木内　史紀 きうち　ふみのり 三 男

171 千葉県 中学校 山武市立山武中学校 さんむし さんぶ 酒井　公代 さかい　きみよ 一 女

172 千葉県 中学校 勝浦市立勝浦中学校 かつうらし かつうら 長谷川　広 はせがわ　ひろし 一 男

173 千葉県 中学校 大多喜町立大多喜中学校 おおたきまち おおたき 末吉　登紀子 すえよし　ときこ 一 女

174 千葉県 中学校 茂原市立冨士見中学校 もばらし ふじみ 吉野　広隆 よしの　ひろたか 一 男

175 千葉県 高等学校 千葉県立市川公業高等学校 ちばけん いちかわこうぎょう 楚山　修司 そやま　のぶし 一 男

※年齢については平成２４年４月１日現在のものとし、年齢欄の「－」については、本人の希望により非公表。
※実践分野の番号は「一 学習指導」「二 生徒指導、進路指導」「三 体育、保健、給食指導」「四 部活動指導」「五 特別支援教育」「六 その他」を示している。
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176 千葉県 高等学校 千葉県立松戸高等学校 ちばけん まつど 関　惠美 せき　しげみ 六 女

177 千葉県 高等学校 千葉県立松戸向陽高等学校 ちばけん まつどこうよう 大川　信子 おおかわ　のぶこ 六 女

178 千葉県 高等学校 千葉県立旭農業高等学校 ちばけん あさひのうぎょう 領家　隆史 りょうけ　たかし 六 男

179 千葉県 高等学校 千葉県立館山総合高等学校 ちばけん たてやまそうごう 黒川　栄一 くろかわ　えいいち 二 男

180 千葉県 高等学校 千葉県立君津青葉高等学校 ちばけん きみつあおば 竹生田　茂樹 たこうだ　しげき 六 男

181 千葉県 高等学校 千葉県立姉崎高等学校 ちばけん あねさき 御園生　洋一 みそのう　よういち 一 男

182 千葉県 高等学校 銚子市立銚子高等学校 ちょうしし ちょうし 澁谷　義範 しぶや　よしのり 四 男

183 千葉県 特別支援学校 千葉県立千葉盲学校 ちばけん ちばもう 杉山　利恵子 すぎやま　りえこ 五 女

184 東京都 小学校 文京区立礫川小学校 ぶんきょうく れきせん 小島　由子 こじま　よしこ 一 女

185 東京都 小学校 台東区立台東育英小学校 たいとうく たいとういくえい 赤堀　美喜夫 あかぼり　みきお 一 男

186 東京都 小学校 江東区立元加賀小学校 こうとうく もとかが 松村　裕子 まつむら　ゆうこ 四 女

187 東京都 小学校 江東区立第三大島小学校 こうとうく だいさんおおじま 渋谷　洋子 しぶや　ようこ 二 女

188 東京都 小学校 品川区立小山台小学校 しながわく こやまだい 大滝　さつき おおたき　さつき 一 女

189 東京都 小学校
世田谷区立用賀小学校
兼　世田谷区立用賀中学校
兼　世田谷区立京西小学校

せたがやく ようが 中村　一裕 なかむら　かずひろ 三 男

190 東京都 小学校 荒川区立尾久西小学校 あらかわく おぐにし 横内　洋子 よこうち　ようこ 一 女

191 東京都 小学校 八王子市立上柚木小学校 はちおうじし かみゆぎ 仙波　小百合 せんば　さゆり 一 女

192 東京都 小学校 八王子市立大和田小学校 はちおうじし おおわだ 井口　幸恵 いぐち　ゆきえ 一 女

193 東京都 小学校
三鷹市立第六小学校
兼　三鷹市立第一中学校

みたかし だいろく 福島　健明 ふくしま　けんめい 一 男

194 東京都 小学校 国分寺市立第十小学校 こくぶんじし だいじゅう 前多　紀子 まえだ　のりこ 四 女

195 東京都 小学校 国立市立国立第三小学校 くにたちし くにたちだいさん 髙木　正之 たかぎ　まさゆき 一 男

196 東京都 小学校 西東京市立谷戸小学校 にしとうきょうし やと 舟津　ユミ ふなつ　ゆみ 一 女

197 東京都 中学校 江東区立砂町中学校 こうとうく すなまち 福田　克彦 ふくだ　かつひこ 二 男

198 東京都 中学校 品川区立鈴ケ森中学校 しながわく すずがもり 山田　泰子 やまだ　やすこ 四 女

199 東京都 中学校
世田谷区立弦巻中学校
兼　世田谷区立弦巻小学校
兼　世田谷区立松丘小学校

せたがやく つるまき 原　ひろみ はら　ひろみ 六 女

200 東京都 中学校 世田谷区立尾山台中学校 せたがやく おやまだい 沖山　雄一 おきやま　ゆういち 二 男

201 東京都 中学校 板橋区立桜川中学校 いたばしく さくらがわ 向後　克道 こうご　よしみち 二 男

202 東京都 中学校 昭島市立福島中学校 あきしまし ふくじま 下田　治信 しもだ　はるのぶ 六 男

203 東京都 中学校 武蔵村山市立第一中学校 むさしむらやまし だいいち 高柳　正人 たかやなぎ　まさと 四 男

204 東京都 中学校 御蔵島村立御蔵島中学校 みくらじまそん みくらじま 丹下　知男 たんげ　ともお 六 男

205 東京都 中等教育学校 東京都立小石川中等教育学校 とうきょうと こいしかわ 中家　健 なかいえ　たけし 一 男

206 東京都 高等学校 東京都立八潮高等学校 とうきょうと やしお 畝本　孝志 あぜもと　たかし 四 男

207 東京都 高等学校 東京都立つばさ総合高等学校 とうきょうと つばさそうごう 田村　祥子 たむら　しょうこ 一 女

208 東京都 高等学校 東京都立青山高等学校 とうきょうと あおやま 本杉　宏志 もとすぎ　ひろし 六 男

209 東京都 高等学校 東京都立総合工科高等学校 とうきょうと そうごうこうか 平林　君敏 ひらばやし　きみとし 四 男

210 東京都 高等学校 東京都立高島高等学校 とうきょうと たかしま 柏木　信幸 かしわぎ　のぶゆき 四 男

211 東京都 高等学校 東京都立八王子東高等学校 とうきょうと はちおうじひがし 髙野　修一 たかの　しゅういち 一 男

212 東京都 高等学校 東京都立東大和高等学校 とうきょうと ひがしやまと 小西　俊彦 こにし　としひこ 四 男

213 東京都 高等学校
東京都立武蔵高等学校
兼　東京都立武蔵高等学校付属中学校

とうきょうと むさし 外山　至生 とやま　のりお 一 男

214 東京都 高等学校 東京都立国分寺高等学校 とうきょうと こくぶんじ 柴田　祥彦 しばた　よしひこ 六 男

215 東京都 高等学校 東京都立若葉総合高等学校 とうきょうと わかばそうごう 栁澤　真宏 やなぎさわ　まさひろ 四 男

216 東京都 高等学校 東京都立足立新田高等学校 とうきょうと あだちしんでん 滿留　久摩 みつどめ　きゅうま 四 男

217 東京都 特別支援学校 東京都立久我山青光学園 とうきょうと くがやませいこうがくえん 岡前　むつみ おかまえ　むつみ 五 女

218 東京都 特別支援学校 東京都立大塚ろう学校 とうきょうと おおつか 野田　恭孝 のだ　やすのり 五 男

219 東京都 特別支援学校
東京都立志村学園（ｈ２５．４開校）
板橋学園特別支援学校（仮称時）

とうきょうと しむらがくえん 菊地　直樹 きくち　なおき 五 男

※年齢については平成２４年４月１日現在のものとし、年齢欄の「－」については、本人の希望により非公表。
※実践分野の番号は「一 学習指導」「二 生徒指導、進路指導」「三 体育、保健、給食指導」「四 部活動指導」「五 特別支援教育」「六 その他」を示している。
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220 東京都 特別支援学校 東京都立小岩特別支援学校 とうきょうと こいわ 景山　陽子 かげやま　ようこ 五 女

221 神奈川県 小学校 横須賀市立浦郷小学校 よこすかし うらごう 髙橋　ちほり たかはし　ちほり 一 女

222 神奈川県 小学校 三浦市立初声小学校 みうらし はっせ 吉澤　千佐子 よしざわ　ちさこ 一 女

223 神奈川県 小学校 厚木市立戸室小学校 あつぎし とむろ 冨岡　薫 とみおか　かおる 一 女

224 神奈川県 中学校 横須賀市立大津中学校 よこすかし おおつ 阿部　智子 あべ　ともこ 一 女

225 神奈川県 中学校 平塚市立春日野中学校 ひらつかし かすがの 桑原　嘉明 くわはら　よしあき 一 男

226 神奈川県 中学校 平塚市立山城中学校 ひらつかし やましろ 山根　恵子 やまね　けいこ 一 女

227 神奈川県 中学校 鎌倉市立玉縄中学校 かまくらし たまなわ 弓　予姿子 ゆみ　よしこ 一 女

228 神奈川県 中学校 小田原市立酒匂中学校 おだわらし さかわ 北村　しのぶ きたむら　しのぶ 一 女

229 神奈川県 中学校 茅ヶ崎市立松浪中学校 ちがさきし まつなみ 新居　博志 にい　ひろし 一 男

230 神奈川県 中学校 泰野市立大根中学校 はだのし おおね 森田　ひとみ もりた　ひとみ 一 女

231 神奈川県 中学校 大和市立鶴間中学校 やまとし つるま 大塚　浩治 おおつか　ひろはる 一 男

232 神奈川県 中学校 寒川町立寒川東中学校 さむかわまち さむかわひがし 小林　くみ こばやし　くみ 一 女

233 神奈川県 中学校 開成町立文命中学校 かいせいまち ぶんめい 樋口　哲生 ひぐち　てつお 一 男

234 神奈川県 中学校 愛川町立愛川東中学校 あいかわまち あいかわひがし 中村　慎輔　 なかむら　しんすけ 一 男

235 神奈川県 高等学校 県立氷取沢高等学校 かながわけん ひとりざわ 木村　芳幸 きむら　よしゆき 一 男

236 神奈川県 高等学校 県立厚木商業高等学校 かながわけん あつぎしょうぎょう 宗方　貞徳 むねかた　さだのり 四 男

237 神奈川県 高等学校 県立伊勢原高等学校 かながわけん いせはら 相川　真由美 あいかわ　まゆみ 一 女

238 神奈川県 高等学校 県立座間高等学校 かながわけん ざま 根元　一幸 ねもと　かずゆき 一 男

239 神奈川県 特別支援学校 県立金沢養護学校 かながわけん かなざわ 長谷川　英子 はせがわ　えいこ 一 女

240 新潟県 小学校 上越市立直江津小学校 じょうえつし なおえつ 梅澤　健一 うめざわ　けんいち 一 男

241 新潟県 高等学校 新潟県立長岡大手高等学校 にいがたけん ながおかおおて 久保　恭一 くぼ　きょういち 三 男

242 新潟県 小学校 長岡市立日越小学校 ながおかし ひごし 新澤　美和子 しんざわ　みわこ 六 女

243 新潟県 小学校 見附市立見附小学校 みつけし みつけ 土佐　和久 とさ　かずひさ 一 男

244 新潟県 小学校 新発田市立五十公野小学校 しばたし いじみの 鈴木　真史 すずき　まさし 一 男

245 新潟県 小学校 五泉市立五泉東小学校 ごせんし ごせんひがし 江川　忠 えがわ　ただし 一 男

246 新潟県 高等学校 新潟県立村松高等学校 にいがたけん むらまつ 小林　真砂子 こばやし　まさこ 一 女

247 新潟県 特別支援学校 妙高市立にしき特別支援学校 みょうこうし にしき 長谷川　修 はせがわ　おさむ 五 男

248 新潟県 中学校 上越市立雄志中学校 じょうえつし ゆうし 田中　哲也 たなか　てつや 一 男

249 新潟県 中学校 見附市立西中学校 みつけし にし 浪川　一也 なみかわ　かつや 二 男

250 新潟県 中学校 南魚沼市立城内中学校 みなみうおぬまし じょうない 伊藤　法生 いとう　のりお 六 男

251 新潟県 高等学校 新潟県立柏崎工業高等学校 にいがたけん かしわざきこうぎょう 五十嵐　雅美 いがらし　まさみ 六 男

252 新潟県 中学校 小千谷市立千田中学校 おぢやし ちだ 杵淵　貢 きねふち　みつる 一 男

253 新潟県 高等学校 新潟県立海洋高等学校 にいがたけん かいよう 渡邊　憲一 わたなべ　けんいち 一 男

254 新潟県 中学校 聖籠町立聖籠中学校 せいろうまち せいろう 金井　克浩 かない　かつひろ 六 男

255 新潟県 高等学校 新潟県立新津工業高等学校 にいがたけん にいつこうぎょう 小林　恭太 こばやし　きょうた 六 男

256 富山県 中学校 小矢部市立津沢中学校 おやべし つざわ 蟹谷　茂昭 かにたに　しげあき 二 男

257 富山県 小学校 富山市立東部小学校 とやまし とうぶ 三田　博之 みた　ひろゆき 五 男

258 富山県 特別支援学校 高岡市立こまどり支援学校 たかおかし こまどり 百  　昌子 ひゃくづか　まさこ 五 女

259 富山県 小学校 入善町立入善小学校 にゅうぜんまち にゅうぜん 上島　芳子 かみしま　よしこ 一 女

260 富山県 小学校 上市町立上市中央小学校 かみいちまち かみいちちゅうおう 林寺　優貴子 はやしでら　ゆきこ 一 女

261 富山県 中学校 砺波市立庄西中学校 となみし しょうせい 河原　秀樹 かわはら　ひでき 一 男

262 富山県 特別支援学校 富山県立となみ総合支援学校 とやまけん となみそうごう 熊野　雄子 くまの　ゆうこ 五 女

263 富山県 小学校 黒部市立石田小学校 くろべし いしだ 鶴田　昌子 つるた　まさこ 三 女

※年齢については平成２４年４月１日現在のものとし、年齢欄の「－」については、本人の希望により非公表。
※実践分野の番号は「一 学習指導」「二 生徒指導、進路指導」「三 体育、保健、給食指導」「四 部活動指導」「五 特別支援教育」「六 その他」を示している。
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264 富山県 高等学校 富山県立小杉高等学校 とやまけん こすぎ 高波　善行 たかなみ　よしゆき 四 男

265 石川県 小学校 金沢市立千坂小学校 かなざわし ちさか 山田　比代子 やまだ　ひよこ 四 女

266 石川県 小学校 羽咋市立粟ノ保小学校 はくいし あわのほ 清水　ひとみ しみず　ひとみ 六 女

267 石川県 小学校 珠洲市立正院小学校 すずし しょういん 濱野　裕之 はまの　ひろゆき 一 男

268 石川県 中学校 白山市立北星中学校 はくさんし ほくせい 佐竹　康弘 さたけ　やすひろ 一 男

269 石川県 中学校 金沢市立大徳中学校 かなざわし だいとく 島田　涼子 しまだ　りょうこ 三 女

270 石川県 中学校 能登町立小木中学校 のとちょう おぎ 廣澤　孝俊 ひろざわ　こうしゅん 一 男

271 石川県 高等学校 石川県立小松高等学校 いしかわけん こまつ 木村　光一郎 きむら　こういちろう 一 男

272 石川県 高等学校 石川県立金沢二水高等学校 いしかわけん かなざわにすい 桶川　政江 おけがわ　まさえ 一 女

273 石川県 高等学校 石川県立金沢桜丘高等学校 いしかわけん かなざわさくらがおか 正村　泉一 しょうむら　せんいち 一 男

274 福井県 小学校 敦賀市立敦賀西小学校 つるがし つるがにし 北川　佳邦 きたがわ　よしくに 一 男

275 福井県 高等学校 福井県立若狭東高等学校 ふくいけん わかさひがし 中森　一郎 なかもり　いちろう 一 男

276 福井県 小学校 越前市武生南小学校 えちぜんし たけふみなみ 水上　直子 みずかみ　なおこ 一 女

277 福井県 中学校 勝山市立勝山南部中学校 かつやまし かつやまなんぶ 白木　久子 しろき　ひさこ 四 女

278 福井県 特別支援学校 福井県立福井南養護学校 ふくいけん ふくいみなみ 小八木　隆 こやぎ　たかし 五 男

279 福井県 小学校 福井市森田小学校 ふくいし もりた 皆川　孝志 みながわ　たかし 二 男

280 福井県 中学校 小浜市立小浜中学校 おばまし おばま 團野　治和 だんの　はるかず 一 男

281 山梨県 高等学校 山梨県立吉田高等学校 やまなしけん よしだ 古屋　勇人 ふるや　はやと 六 男

282 山梨県 特別支援学校 山梨県立ろう学校 やまなしけん ろう 手塚　雅子 てづか　まさこ 五 女

283 山梨県 中学校 南アルプス市立櫛形中学校 みなみあるぷすし くしがた 上田　直人 うえだ　なおと 四 男

284 山梨県 小学校 山梨市立日川小学校 やまなしし ひかわ 中村　雅彦 なかむら　まさひこ 一 男

285 山梨県 中学校 忍野村立忍野中学校 おしのむら おしの 堀内　弥 ほりうち　わたる 四 男

286 山梨県 中学校 山梨市立山梨南中学校 やまなしし やまなしみなみ 清水　岳人 しみず　たけひと 四 男

287 山梨県 小学校 昭和町立西条小学校 しょうわちょう さいじょう 梶本　宏 かじもと　ひろし 六 男

288 長野県 中学校 南木曽町立南木曽中学校 なぎそちょう なぎそ 早川　春彦 はやかわ　はるひこ 一 男

289 長野県 特別支援学校 長野県松本養護学校 ながのけん まつもとようご 大輪　勝子 おおわ　かつこ 五 女

290 長野県 中学校 松本市立山辺中学校 まつもとし やまべ 杉本　郁夫 すぎもと　いくお 四 男

291 長野県 中学校 小諸市立芦原中学校 こもろし あしはら 茂木　克弘 もてき　かつひろ 一 男

292 長野県 小学校 茅野市立泉野小学校 ちのし いずみの 両角　正春 もろずみ　まさはる 一 男

293 長野県 中学校 駒ヶ根市立赤穂中学校 こまがねし あかほ 原　幸也 はら　ゆきなり 二 男

294 長野県 小学校 須坂市立旭ヶ丘小学校 すざかし あさひがおか 井口　正 いぐち　まさとし 二 男

295 長野県 小学校 上田市立本原小学校 うえだし もとはら 並木　芳彦 なみき　よしひこ 一 男

296 長野県 小学校 池田町立会染小学校 いけだまち あいそめ 栗林　正幸 くりばやし　まさゆき 一 男

297 長野県 小学校 安曇野市立明南小学校 あずみのし めいなん 宮澤　明弘 みやざわ　あきひろ 三 男

298 長野県 高等学校 長野県上伊那農業高等学校 ながのけん かみいなのうぎょう 北原　千歳 きたはら　ちとし 一 男

299 長野県 高等学校 長野県松本美須々ヶ丘高等学校 ながのけん まつもとみすずがおか 仁科　利明 にしな　としあき 四 男

300 長野県 小学校 山ノ内町立北小学校 やまのうちまち きた 畔上　不二男 あざがみ　ふじお 六 男

301 長野県 高等学校 長野県飯田工業高等学校 ながのけん いいだこうぎょう 竹内　浩一 たけうち　こういち 六 男

302 長野県 小学校 長野市立三輪小学校 ながのし みわ 宮川　史枝 みやがわ　ふみえ 一 女

303 長野県 小学校 飯田市立丸山小学校 いいだし まるやま 中原　秀樹 なかはら　ひでき 六 男

304 長野県 高等学校 長野県長野高等学校 ながのけん ながの 内山　みのり うちやま　みのり 四 女

305 長野県 中学校 飯綱町立飯綱中学校 いいづなちょう いいづな 大日方　正壽 おびなた　まさとし 六 男

306 岐阜県 小学校 山県市立いわ桜小学校 やまがたし いわざくら 奥田　宣子 おくだ　のぶこ 一 女

307 岐阜県 中学校 羽島市立羽島中学校 はしまし はしま 中村　純子 なかむら　じゅんこ 一 女

※年齢については平成２４年４月１日現在のものとし、年齢欄の「－」については、本人の希望により非公表。
※実践分野の番号は「一 学習指導」「二 生徒指導、進路指導」「三 体育、保健、給食指導」「四 部活動指導」「五 特別支援教育」「六 その他」を示している。
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308 岐阜県 中学校 各務原市立稲羽中学校 かかみがはらし いなば 水谷　洋子 みずたに　ようこ 四 女

309 岐阜県 中学校 関ケ原町立今須中学校 せきがはらちょう います 斧　奏 おの　すすむ 一 男

310 岐阜県 小学校 養老町立池辺小学校 ようろうちょう いけべ 竹中　学 たけなか　まなぶ 六 男

311 岐阜県 中学校 大野町立大野中学校 おおのちょう おおの 廣瀬　典子 ひろせ　のりこ 二 女

312 岐阜県 中学校 郡上市立大和中学校 ぐじょうし やまと 永井　伸幸 ながい　のぶゆき 一 男

313 岐阜県 小学校 白川町立白川小学校 しらかわちょう しらかわ 横山　美智代 よこやま　みちよ 一 女

314 岐阜県 中学校 八百津町立八百津中学校 やおつちょう やおつ 木下　静樹 きのした　しずき 二 男

315 岐阜県 中学校 中津川市立第一中学校 なかつがわし だいいち 吉村　彰夫 よしむら　あきお 三 男

316 岐阜県 中学校 恵那市立恵那西中学校 えなし えなにし 岩井　裕美 いわい　ゆみ 一 女

317 岐阜県 小学校 高山市立朝日小学校 たかやまし あさひ 中西　美幸 なかにし　みゆき 六 女

318 岐阜県 高等学校 岐阜県立恵那農業高校 ぎふけん えなのうぎょう 森本　達雄 もりもと　たつお 一 男

319 岐阜県 高等学校 岐阜県立岐阜各務野高等学校 ぎふけん ぎふかかみの 浅野　弘子 あさの　ひろこ 一 女

320 岐阜県 特別支援学校 岐阜県立可茂特別支援学校 ぎふけん かも 長谷川　豊治 はせがわ　とよはる 五 男

321 岐阜県 高等学校 岐阜県立郡上北高等学校 ぎふけん ぐじょうきた 瀧下　博幸 たきした　ひろゆき 二 男

322 岐阜県 高等学校 岐阜県立多治見北高等学校 ぎふけん たじみきた 前川　泰信 まえかわ　やすのぶ 一 男

323 静岡県 高等学校 静岡県立裾野高等学校 しずおかけん すその 清水　正信 しみず　まさのぶ 一 男

324 静岡県 高等学校 静岡県立三島北高等学校 しずおかけん みしまきた 小林　一幸 こばやし　かずゆき 二 男

325 静岡県 高等学校 静岡県立藤枝北高等学校 しずおかけん ふじえだきた 大石　豊彦 おおいし　とよひこ 六 男

326 静岡県 高等学校 静岡県立浜北西高等学校 しずおかけん はまきたにし 森田　智香 もりた　ともか 二 女

327 静岡県 高等学校 静岡県立春野高等学校 しずおかけん はるの 宮原　俊 みやはら　たかし 二 男

328 静岡県 特別支援学校 静岡県立沼津視覚特別支援学校 しずおかけん ぬまづしかく 松岡　悟 まつおか　さとる 五 男

329 静岡県 特別支援学校 静岡県立中央特別支援学校 しずおかけん ちゅうおう 加藤　みさお かとう　みさお 三 女

330 静岡県 小学校 下田市立白浜小学校 しもだし しらはま 和泉　多恵子 いずみ　たえこ 一 女

331 静岡県 小学校 富士宮市立北山小学校 ふじのみやし きたやま 村松　恵美子 むらまつ　えみこ 三 女

332 静岡県 小学校 富士市立伝法小学校 ふじし でんぼう 小野田　清美 おのだ　きよみ 一 女

333 静岡県 中学校 熱海市立多賀中学校 あたみし たが 坂本　真由美 さかもと　まゆみ 三 女

334 静岡県 中学校 沼津市立今沢中学校 ぬまづし いまざわ 小川　容子 おがわ　ようこ 五 女

335 静岡県 小学校 裾野市立富岡第一小学校 すそのし とみおかだいいち 室伏　誠司 むろふし　せいじ 五 男

336 静岡県 中学校 榛原郡吉田町立吉田中学校 よしだちょう よしだ 齋藤　節子 さいとう　せつこ 三 女

337 静岡県 小学校 焼津市立豊田小学校 やいづし とよだ 鈴木　豊 すずき　ゆたか 六 男

338 静岡県 小学校 御前崎市立浜岡北小学校 おまえざきし はまおかきた 鴨川　幸代 かもがわ　さちよ 一 女

339 静岡県 小学校 藤枝市立西益津小学校 ふじえだし にしましづ 片山　示 かたやま　さとし 一 男

340 静岡県 中学校 磐田市立磐田第一中学校 いわたし いわただいいち 新貝　重幸 しんがい　しげゆき 六 男

341 静岡県 幼稚園 掛川市立さかがわ幼稚園 かけがわし さかがわ 山梨　規子 やまなし　のりこ 五 女

342 愛知県 小学校 稲沢市立稲沢西小学校 いなざわし いなざわにし 安田　幸治 やすだ　こうじ 五 男

343 愛知県 小学校 丹羽郡大口町立大口南小学校 おおぐちちょう おおぐちみなみ 天野　拓夫 あまの　たくお 一 男

344 愛知県 小学校 春日井市立大手小学校 かすがいし おおて 佐藤　幸子 さとう　ゆきこ 二 女

345 愛知県 中学校 一宮市立萩原中学校 いちのみやし はぎわら 諸喜田　薫 しょきた　かおる 一 男

346 愛知県 中学校 尾張旭市立旭中学校 おわりあさひし あさひ 寺尾　博哉 てらお　ひろや 二 男

347 愛知県 中学校 北名古屋市立西春中学校 きたなごやし にしはる 寺山　登惠 てらやま　のりえ 二 女

348 愛知県 中学校 愛西市立佐屋中学校 あいさいし さや 後藤　義広 ごとう　よしひろ 一 男

349 愛知県 高等学校 愛知県立中川商業高等学校 あいちけん なかがわしょうぎょう 林　正也 はやし　まさや 二 男

350 愛知県 高等学校 愛知県立春日井工業高等学校 あいちけん かすがいこうぎょう 中島　浩晶 なかしま　ひろまさ 二 男

351 愛知県 高等学校 愛知県立木曽川高等学校 あいちけん きそがわ 早川　和美 はやかわ　かずみ 一 女

※年齢については平成２４年４月１日現在のものとし、年齢欄の「－」については、本人の希望により非公表。
※実践分野の番号は「一 学習指導」「二 生徒指導、進路指導」「三 体育、保健、給食指導」「四 部活動指導」「五 特別支援教育」「六 その他」を示している。
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352 愛知県 小学校 小牧市立北里小学校 こまきし きたさと 竹内　伸明 たけうち　のぶあき 一 男

353 愛知県 小学校 愛知郡東郷町立音貝小学校 とうごうちょう おとがい 大井　雅夫 おおい　まさお 一 男

354 愛知県 小学校 半田市立花園小学校 はんだし はなぞの 神野　真輔 じんの　しんすけ 一 男

355 愛知県 中学校 あま市立甚目寺中学校 あまし じもくじ 恒川　則明 つねかわ　のりあき 六 男

356 愛知県 中学校 阿久比町立阿久比中学校 あぐいちょう あぐい 平松　克昭 ひらまつ　かつあき 一 男

357 愛知県 中学校 岡崎市立新香山中学校 おかざきし しんかやま 大久保　孝治 おおくぼ　たかはる 二 男

358 愛知県 高等学校 愛知県立津島東高等学校 あいちけん つしまひがし 酒井　規史 さかい　のりふみ 一 男

359 愛知県 高等学校 愛知県立豊野高等学校 あいちけん ゆたかの 角野　考宏 かくの　たかひろ 一 男

360 愛知県 高等学校 愛知県立岡崎工業高等学校 あいちけん おかざきこうぎょう 佐藤　泰嗣 さとう　やすつぐ 六 男

361 愛知県 小学校 知多郡東浦町立緒川小学校 ひがしうらちょう おがわ 原　伊津子 はら　いつこ 六 女

362 愛知県 小学校 岡崎市立大樹寺小学校 おかざきし だいじゅじ 下林　瑞枝 しもばやし　みずえ 三 女

363 愛知県 小学校 碧南市立中央小学校 へきなんし ちゅうおう 石原　竹春 いしはら　たけはる 六 男

364 愛知県 中学校 岡崎市立北中学校 おかざきし きた 兵藤　輝徳 ひょうどう　てるのり 二 男

365 愛知県 中学校 豊田市立逢妻中学校 とよたし あいづま 松原　秀敏 まつばら　ひでとし 一 男

366 愛知県 中学校 豊田市立藤岡中学校 とよたし ふじおか 近藤　宣広 こんどう　のぶひろ 六 男

367 愛知県 高等学校 愛知県立時習館高等学校 あいちけん じしゅうかん 後藤　智行 ごとう　ともゆき 一 男

368 愛知県 高等学校 愛知県立成章高等学校 あいちけん せいしょう 鈴木　孝育 すずき　たかやす 四 男

369 愛知県 高等学校 愛知県立新城高等学校 あいちけん しんしろ 白井　秀典 しらい　ひでのり 一 男

370 愛知県 小学校 刈谷市立衣浦小学校 かりやし ころもうら 多田　かほる ただ　かおる 六 女

371 愛知県 小学校 安城市立桜井小学校 あんじょうし さくらい 岡本　奈美子 おかもと　なみこ 一 女

372 愛知県 小学校 北設楽郡設楽町立田口小学校 したらちょう たぐち 後藤　康仁 ごとう　やすひと 一 男

373 愛知県 中学校 西尾市立平坂中学校 にしおし へいさか 杉浦　政之 すぎうら　まさゆき 四 男

374 愛知県 中学校 豊橋市立章南中学校 とよはしし しょうなん 川西　せつ子 かわにし　せつこ 三 女

375 愛知県 中学校 豊川市立中部中学校 とよかわし ちゅうぶ 武藤　將彦 むとう　まさひこ 一 男

376 愛知県 中学校 田原市立田原中学校 たはらし たはら 山田　敦子 やまだ　あつこ 三 女

377 愛知県 特別支援学校 愛知県立安城養護学校 あいちけん あんじょう 戸川　雅俊 とがわ　まさとし 六 男

378 愛知県 特別支援学校 愛知県立三好養護学校 あいちけん みよし 大山　卓 おおやま　たかし 五 男

379 愛知県 特別支援学校 愛知県立小牧養護学校 あいちけん こまき 太田　充雄 おおた　みつお 五 男

380 三重県 小学校 四日市市立常磐西小学校 よっかいちし ときわにし 杉本　恵里子 すぎもと　えりこ 五 女

381 三重県 小学校 津市立南立誠小学校 つし みなみりっせい 西本　好美 にしもと　よしみ 五 女

382 三重県 中学校 四日市市立桜中学校 よっかいちし さくら 平野　雅也 ひらの　まさや 五 男

383 三重県 中学校 伊勢市立厚生中学校 いせし こうせい 大河内　義弘 おおこうち　よしひろ 四 男

384 三重県 中学校 松阪市立久保中学校 まつざかし くぼ 山川　永子 やまかわ　えいこ 三 女

385 三重県 中学校 伊勢市立宮川中学校 いせし みやがわ 平石　尚之 ひらいし　たかゆき 四 男

386 三重県 高等学校 三重県立桑名北高等学校 みえけん くわなきた 向井　典子 むかい　のりこ 一 女

387 三重県 高等学校 三重県立四日市農芸高等学校 みえけん よっかいちのうげい 森下　善郎 もりした　よしろう 一 男

388 三重県 高等学校 三重県立松阪工業高等学校 みえけん まつさかこうぎょう 小宮　健 こみや　けん 一 男

389 滋賀県 小学校 大津市立志賀小学校 おおつし しが 橋本　奈美香 はしもと　なみか 五 女

390 滋賀県 小学校 彦根市立城南小学校 ひこねし じょうなん 　　村　春美 にしむら　はるみ 六 女

391 滋賀県 中学校 長浜市立北中学校 ながはまし きた 寺村　幸治 てらむら　こうじ 四 男

392 滋賀県 小学校 守山市立玉津小学校 もりやまし たまつ 川本　成子 かわもと　しげこ 五 女

393 滋賀県 小学校 高島市立高島小学校 たかしまし たかしま 武田　定樹 たけだ　さだき 六 男

394 滋賀県 中学校 米原市立大東中学校 まいばらし だいとう 川分　康嗣 かわけ　やすし 一 男

395 滋賀県 中学校 大津市立田上中学校 おおつし たなかみ 内田　隆志 うちだ　たかし 六 男

※年齢については平成２４年４月１日現在のものとし、年齢欄の「－」については、本人の希望により非公表。
※実践分野の番号は「一 学習指導」「二 生徒指導、進路指導」「三 体育、保健、給食指導」「四 部活動指導」「五 特別支援教育」「六 その他」を示している。
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396 滋賀県 中学校 彦根市立稲枝中学校 ひこねし いなえ 大塚　由美子 おおつか　ゆみこ 五 女

397 滋賀県 中学校 長浜市立東中学校 ながはまし ひがし 本庄　良孝 ほんじょう　よしたか 一 男

398 滋賀県 高等学校 滋賀県立米原高等学校 しがけん まいばら 津田　富二子 つだ　ふじこ 一 女

399 滋賀県 高等学校 滋賀県立大津商業高等学校 しがけん おおつしょうぎょう 松宮　惠 まつみや　めぐみ 一 男

400 滋賀県 特別支援学校 滋賀県立聾話学校 しがけん ろうわ 西垣　正展 にしがき　まさのぶ 五 男

401 京都府 中学校 長岡京市立長岡中学校 ながおかきょうし ながおか 内田　千文 うちだ　ちふみ 六 女

402 京都府 中学校 宇治市立東宇治中学校 うじし ひがしうじ 上田　佳男 うえだ　よしお 六 男

403 京都府 中学校 木津川市立木津南中学校 きづがわし きづみなみ 志賀　徹 しが　とおる 一 男

404 京都府 小学校 京丹波町立瑞穂小学校 きょうたんばちょう みずほ 中舎　良希 なかしゃ　よしき 一 男

405 京都府 中学校 福知山市立南陵中学校 ふくちやまし なんりょう 西村　竜明 にしむら　たつあき 五 男

406 京都府 中学校 舞鶴市立和田中学校 まいづるし わだ 城永　千佳代 じょうえ　ちかよ 三 女

407 京都府 小学校 京丹後市立網野南小学校 きょうたんごし あみのみなみ 中西　恵 なかにし　めぐみ 三 女

408 京都府 中学校 京都府立洛北高等学校付属中学校 きょうとふ らくほく 柳澤　彰紀 やなぎさわ　あきのり 一 男

409 京都府 高等学校 京都府立鴨沂高等学校 きょうとふ おおき 宮﨑　誠士 みやざき　せいし 二 男

410 京都府 高等学校 京都府立網野高等学校 きょうとふ あみの 横嶋　裕子 よこしま　ひろこ 六 女

411 京都府 特別支援学校 京都府立盲学校 きょうとふ もう 田渕　茂彦 たぶち　しげひこ 五 男

412 大阪府 高等学校 府立吹田高等学校 おおさかふ すいた 矢部　貴子 やべ　たかこ 三 女

413 大阪府 高等学校 府立高槻北高等学校 おおさかふ たかつききた 安田　正彦 やすだ　まさひこ 六 男

414 大阪府 高等学校 府立牧野高等学校 おおさかふ まきの 奥野　真二 おくの　しんじ 二 男

415 大阪府 高等学校 府立住吉高等学校 おおさかふ すみよし 山中　啓子 やまなか　けいこ 六 女

416 大阪府 高等学校 府立貝塚南高等学校 おおさかふ かいづかみなみ 畠井　浩 はたい　ひろし 二 男

417 大阪府 高等学校 府立港南造形高等学校 おおさかふ こうなんぞうけい 九後　稔 くご　みのる 六 男

418 大阪府 高等学校 府立春日丘高等学校 おおさかふ かすがおか 久好　圭治 ひさよし　けいじ 四 男

419 大阪府 高等学校 府立茨田高等学校 おおさかふ まった 松井　くみ子 まつい　くみこ 二 女

420 大阪府 高等学校 府立大冠高等学校 おおさかふ おおかんむり 中原　由布子 なかはら　ゆふこ 六 女

421 大阪府 高等学校 府立東住吉総合高等学校 おおさかふ ひがしすみよしそうごう 藤本　篤司 ふじもと　あつし 六 男

422 大阪府 高等学校 府立阿武野高等学校 おおさかふ あぶの 山岡　加代 やまおか　かよ 三 女

423 大阪府 高等学校 府立槻の木高等学校 おおさかふ つきのき 田中　眞 たなか　しん 二 男

424 大阪府 特別支援学校 府立堺支援学校 おおさかふ さかい 吉田　純子 よしだ　じゅんこ 五 女

425 大阪府 特別支援学校 府立吹田支援学校 おおさかふ すいた 石城　昭彦 いしき　あきひこ 五 男

426 大阪府 特別支援学校 府立堺支援学校 おおさかふ さかい 奥長　康郎 おくなが　やすろう 五 男

427 大阪府 中学校 東大阪市立金岡中学校 ひがしおおさかし かなおか 𠮷川　喜代美 よしかわ　きよみ 六 女

428 大阪府 中学校 東大阪市石切中学校 ひがしおおさかし いしきり 保利　秀子 ほり　ひでこ 三 女

429 大阪府 中学校 寝屋川市立第十中学校 ねやがわし だいじゅう 田中　大作 たなか　だいさく 一 男

430 大阪府 中学校 熊取町立熊取南中学校 くまとりちょう くまとりみなみ 足立　啓子 あだち　けいこ 一 女

431 大阪府 中学校 富田林市立第三中学校 とんだばやしし だいさん 松井　史郎 まつい　しろう 二 男

432 大阪府 中学校 東大阪市立意岐部中学校 ひがしおおさかし おきべ 湯本　典江 ゆもと　のりえ 一 女

433 大阪府 中学校 寝屋川市立第五中学校 ねやがわし だいご 後藤　哲行 ごとう　のりゆき 二 男

434 大阪府 中学校 高槻市立城南中学校 たかつきし じょうなん 正田　隆男 しょうだ　たかお 二 男

435 大阪府 中学校 枚方市立山田中学校 ひらかたし やまだ 中村　淳子 なかむら　じゅんこ 二 女

436 大阪府 中学校 和泉市立北池田中学校 いずみし きたいけだ 尾﨑　義行 おざき　よしゆき 六 男

437 大阪府 中学校 寝屋川市立友呂岐中学校 ねやがわし ともろぎ 池田　敬義 いけだ　たかよし 六 男

438 大阪府 小学校 東大阪市立花園小学校 ひがしおおさかし はなぞの 大石　まさみ おおいし　まさみ 一 女

439 大阪府 小学校 貝塚市立東小学校 かいづかし ひがし 松尾　敦代 まつお　あつよ 三 女

※年齢については平成２４年４月１日現在のものとし、年齢欄の「－」については、本人の希望により非公表。
※実践分野の番号は「一 学習指導」「二 生徒指導、進路指導」「三 体育、保健、給食指導」「四 部活動指導」「五 特別支援教育」「六 その他」を示している。
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440 大阪府 小学校 四條畷市立くすのき小学校 しじょうなわてし くすのき 花岡　純 はなおか　じゅん 一 男

441 大阪府 小学校 高石市立高陽小学校 たかいしし こうよう 寺田　恵子 てらだ　けいこ 六 女

442 大阪府 小学校 交野市立倉治小学校 かたのし くらじ 松原　清 まつばら　きよし 六 男

443 大阪府 小学校 藤井寺市立道明寺小学校 ふじいでらし どうみょうじ 吉川　理恵 よしかわ　りえ 三 女

444 大阪府 小学校 河内長野市立美加の台小学校 かわちながのし みかのだい 梅田　昌二 うめだ　しょうじ 一 男

445 大阪府 小学校 岸和田市立太田小学校 きしわだし おおた 田邊　修平 たなべ　しゅうへい 六 男

446 大阪府 小学校 河内長野市立長野小学校 かわちながのし ながの 東尾　晃世 ひがしお　あきよ 一 女

447 大阪府 小学校 高槻市立寿栄小学校 たかつきし じゅえい 大久保　桂 おおくぼ　かつら 三 男

448 大阪府 小学校 和泉市立信太小学校 いずみし しのだ 西森　寛 にしもり　ひろし 二 男

449 大阪府 小学校 和泉市立南池田小学校 いずみし みなみいけだ 角谷　富美子 かどや　ふみこ 三 女

450 大阪府 小学校 高槻市立川西小学校 たかつきし かわにし 吉岡　順子 よしおか　じゅんこ 三 女

451 大阪府 小学校 寝屋川市立和光小学校 ねやがわし わこう 鈴木　泉 すずき　いずみ 一 女

452 兵庫県 小学校 兵庫県播磨町立播磨西小学校 はりまちょう はりまにし 藤井　丈夫 ふじい　ますお 一 男

453 兵庫県 高等学校 兵庫県立神戸高等学校 ひょうごけん こうべ 松下　稔 まつした　みのる 一 男

454 兵庫県 高等学校 兵庫県立武庫荘総合高等学校 ひょうごけん むこのそうそうごう 川村　道雄 かわむら　みちお 一 男

455 兵庫県 小学校 兵庫県稲美町立天満南小学校 いなみちょう てんまみなみ 椿野　伸仁 つばきの　のぶひと 一 男

456 兵庫県 中学校 兵庫県多可町立中町中学校 たかちょう なかちょう 石塚　優 いしづか　まさる 一 男

457 兵庫県 高等学校 兵庫県立舞子高等学校 ひょうごけん まいこ 諏訪　清二 すわ　せいじ 六 男

458 兵庫県 高等学校 兵庫県立龍野北高等学校 ひょうごけん たつのきた 佐伯　孝博 さえき　たかひろ 一 男

459 兵庫県 小学校 加古川市立野口北小学校 かこがわし のぐちきた 塚本　美智子 つかもと　みちこ 六 女

460 兵庫県 小学校 兵庫県稲美町立天満小学校 いなみちょう てんま 駒田　千鶴 こまだ　ちづる 一 女

461 兵庫県 小学校 たつの市立半田小学校 たつのし はんだ 大西　希巳代 おおにし　きみよ 一 女

462 兵庫県 高等学校 兵庫県立星陵高等学校 ひょうごけん せいりょう 浮田　裕 うきた　ひろし 一 男

463 兵庫県 小学校 兵庫県上郡町立上郡小学校 かみごおりちょう かみごおり 出口　裕桂利 でぐち　ゆかり 六 女

464 兵庫県 小学校 兵庫県多可町立中町北小学校 たかちょう なかちょうきた 小林　真也 こばやし　まさや 一 男

465 兵庫県 高等学校 兵庫県立西宮今津高等学校 ひょうごけん にしのみやいまづ 佐藤　万寿美 さとう　ますみ 一 女

466 兵庫県 高等学校 兵庫県立姫路西高等学校 ひょうごけん ひめじにし 冨田　優子 とみた　ゆうこ 一 女

467 兵庫県 中学校 西宮市立学文中学校 にしのみやし がくぶん 工藤　正弘 くどう　まさひろ 一 男

468 兵庫県 高等学校 兵庫県立尼崎工業高等学校 ひょうごけん あまがさきこうぎょう 曽我部　俊二 そがべ　しゅんじ 一 男

469 兵庫県 高等学校 兵庫県立北須磨高等学校 ひょうごけん きたすま 神﨑　浩幸 かんざき　ひろゆき 一 男

470 兵庫県 高等学校 兵庫県立神戸鈴蘭台高等学校 ひょうごけん こうべすずらんだい 淺堀　裕 あさほり　ひろし 六 男

471 兵庫県 高等学校 兵庫県立夢前高等学校 ひょうごけん ゆめさき 森村　美佐 もりむら　みさ 一 女

472 兵庫県 小学校 三木市立中吉川小学校 みきし なかよかわ 桜井　騰 さくらい　のぼる 一 男

473 兵庫県 中学校 加古川市立平岡南中学校 かこがわし ひらおかみなみ 向井　ひとみ むかい　ひとみ 一 女

474 兵庫県 高等学校 兵庫県立星陵高等学校 ひょうごけん せいりょう 松本　正 まつもと　ただし 四 男

475 兵庫県 高等学校 兵庫県立明石北高等学校 ひょうごけん あかしきた 大島　俊昭 おおしま　としあき 四 男

476 兵庫県 高等学校 兵庫県立姫路西高等学校 ひょうごけん ひめじにし 黒田　尚宏 くろだ　なおひろ 四 男

477 兵庫県 高等学校 兵庫県立太子高等学校 ひょうごけん たいし 生田　義孝 しょうだ　よしたか 四 男

478 兵庫県 高等学校 兵庫県立鳴尾高等学校 ひょうごけん なるお 寺井　俊之 てらい　としゆき 四 男

479 兵庫県 高等学校 兵庫県立村岡高等学校 ひょうごけん むらおか 西村　誠 にしむら　まこと 四 男

480 兵庫県 高等学校 兵庫県立加古川北高等学校 ひょうごけん かこがわきた 田村　敬士 たむら　よしひと 四 男

481 兵庫県 高等学校 兵庫県立明石北高等学校 ひょうごけん あかしきた 北村　貴伯 きたむら　たかのり 四 男

482 兵庫県 高等学校 兵庫県立神戸商業高等学校 ひょうごけん こうべしょうぎょう 小柴　直樹 こしば　なおき 四 男

483 兵庫県 小学校 明石市立松ヶ丘小学校 あかしし まつがおか 久保下　智子 くぼした　ともこ 三 女

※年齢については平成２４年４月１日現在のものとし、年齢欄の「－」については、本人の希望により非公表。
※実践分野の番号は「一 学習指導」「二 生徒指導、進路指導」「三 体育、保健、給食指導」「四 部活動指導」「五 特別支援教育」「六 その他」を示している。
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484 奈良県 高等学校 奈良県立奈良朱雀高等学校 ならけん ならすざく 村田　敬史 むらた　けいじ 六 男

485 奈良県 高等学校 奈良県立二階堂高等学校 ならけん にかいどう 岡本　雅至 おかもと　まさし 一 男

486 奈良県 中学校 生駒市立鹿ノ台中学校 いこまし しかのだい 奥川　長希 おくがわ　ながき 二 男

487 奈良県 小学校 田原本町立田原本小学校 たわらもとちょう たわらもと 瀬川　幸子 せがわ　よしこ 六 女

488 奈良県 小学校 橿原市立畝傍南小学校 かしはらし うねびみなみ 前田　善彦 まえだ　よしひこ 一 男

489 奈良県 小学校 平群町立平群東小学校 へぐりちょう へぐりひがし 山本　佐江美 やまもと　さえみ 五 女

490 奈良県 小学校 斑鳩町立斑鳩小学校 いかるがちょう いかるが 柴田　浩司 しばた　こうじ 一 男

491 奈良県 小学校 五條市立牧野小学校 ごじょうし まきの 杉﨑　栄一 すぎざき　えいいち 二 男

492 奈良県 中学校 奈良市立平城東中学校 ならし へいじょうひがし 川淵　弘二 かわぶち　こうじ 一 男

493 奈良県 高等学校 奈良県立高取国際高等学校 ならけん たかとりこくさい 藤本　秀樹 ふじもと　ひでき 六 男

494 和歌山県 小学校 みなべ町立上南部小学校 みなべちょう かみみなべ 濵﨑　日出海 はまさき　ひでみ 一 男

495 和歌山県 小学校 岩出市立山崎北小学校 いわでし やまさききた 山田　秀美 やまだ　ひでみ 三 女

496 和歌山県 小学校 和歌山市立広瀬小学校 わかやまし ひろせ 山端　多加子 やまばた　たかこ 一 女

497 和歌山県 小学校 和歌山市立雄湊小学校 わかやまし おのみなと 丸山　三保子 まるやま　みおこ 一 女

498 和歌山県 小学校 海南市立日方小学校 かいなんし ひかた 妻木　節子 つまき　せつこ 五 女

499 和歌山県 中学校 和歌山市立日進中学校 わかやまし にっしん 宮垣　哲也 みやがき　てつや 一 男

500 和歌山県 中学校 海南市立巽中学校 かいなんし たつみ 坂井　朋子 さかい　ともこ 一 女

501 和歌山県 中学校 紀美野町立美里中学校 きみのちょう みさと 鈴木　有香子 すずき　ゆかこ 一 女

502 和歌山県 高等学校 和歌山県立和歌山東高等学校 わかやまけん わかやまひがし 上西　祐子 うえにし　ゆうこ 五 女

503 鳥取県 中学校 鳥取市立湖東中学校 とっとりし ことう 田總　朋子 たぶさ　ともこ 三 女

504 鳥取県 高等学校 鳥取県立倉吉東高等学校 とっとりけん くらよしひがし 山田　智子 やまだ　ともこ 六 女

505 鳥取県 特別支援学校 鳥取県立倉吉養護学校 とっとりけん くらよしようご 茅原　久子 かやはら　とうこ 五 女

506 鳥取県 中学校 伯耆町立岸本中学校 ほうきちょう きしもと 松原　隆 まつばら　たかし 一 男

507 鳥取県 高等学校 鳥取県立米子南高等学校 とっとりけん よなごみなみ 竹内　等 たけうち　ひとし 一 男

508 鳥取県 高等学校 鳥取県立鳥取東高等学校 とっとりけん とっとりひがし 福島　卓也 ふくしま　たくや 一 男

509 島根県 小学校 松江市立大庭小学校 まつえし おおば 黒田　都 くろだ　みやこ 一 女

510 岡山県 小学校 早島町立早島小学校 はやしまちょう はやしま 吉川　達也 よしかわ　たつや 一 男

511 岡山県 小学校 倉敷市立連島神亀小学校 くらしきし つらじましんき 合田　行宏 ごうだ　ゆきひろ 二 男

512 岡山県 小学校 津山市立西小学校 つやまし にし 美若　知美 みわか　ともみ 五 女

513 岡山県 小学校 赤磐市立山陽小学校 あかいわし さんよう 岸本　勝義 きしもと　かつよし 一 男

514 岡山県 中学校 倉敷市立連島南中学校 くらしきし つらじまみなみ 近藤　誉輔 こんどう　よしすけ 一 男

515 岡山県 中学校 津山市立津山西中学校 つやまし つやまにし 小島　亨 おじま　とおる 二 男

516 岡山県 中学校 真庭市立勝山中学校 まにわし かつやま 丸山　敬三 まるやま　けいぞう 四 男

517 岡山県 高等学校 岡山県立井原高等学校 おかやまけん いばら 中野　功 なかの　いさお 一 男

518 岡山県 高等学校 岡山県立岡山大安寺高等学校 おかやまけん おかやまだいあんじ 藤尾　由美 ふじお　ゆみ 三 女

520 岡山県 高等学校 岡山県立津山東高等学校 おかやまけん つやまひがし 久常　宏栄 ひさつね　ひろえ 一 女

521 岡山県 特別支援学校 岡山県立倉敷琴浦高等支援学校 おかやまけん くらしきことうらこうとう 冨谷　えり とみや　えり 五 女

522 岡山県 特別支援学校 岡山県立西備支援学校 おかやまけん せいび 平垣　良志久 ひらがき　よしひさ 五 男

523 広島県 中学校 大竹市立大竹中学校 おおたけし おおたけ 岡寺　裕史 おかでら　ひろし 一 男

524 広島県 小学校 江田島市立江田島小学校 えたじまし えたじま 久保　悦子 くぼ　えつこ 一 女

525 広島県 高等学校 広島県立総合技術高等学校 ひろしまけん そうごうぎじゅつ 黒田　和子 くろだ　かずこ 一 女

526 広島県 高等学校 広島県立神辺旭高等学校 ひろしまけん かんなべあさひ 中本　和穂 なかもと　かずほ 四 男

527 広島県 中学校 三原市立第二中学校 みはらし だいに 𠮷田　裕子 よしだ　ゆうこ 三 女

528 広島県 小学校 北広島町立壬生小学校 きたひろしまちょう みぶ 新本　鼓津絵 しんもと　こずえ 一 女

※年齢については平成２４年４月１日現在のものとし、年齢欄の「－」については、本人の希望により非公表。
※実践分野の番号は「一 学習指導」「二 生徒指導、進路指導」「三 体育、保健、給食指導」「四 部活動指導」「五 特別支援教育」「六 その他」を示している。
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529 広島県 小学校 神石高原町立豊松小学校 じんせきこうげんちょう とよまつ 松葉　伸恵 まつば　のぶえ 一 女

530 広島県 中学校 東広島市立豊栄中学校 ひがしひろしまし とよさか 加藤　康志 かとう　やすし 一 男

531 広島県 小学校 三次市立八次小学校 みよしし やつぎ 伊藤　真由美 いとう　まゆみ 三 女

532 広島県 高等学校 広島県立油木高等学校 ひろしまけん ゆき 速見　修史 はやみ　おさふみ 一 男

533 広島県 特別支援学校 広島県立三原特別支援学校 ひろしまけん みはら 部家　光成 へや　みつなり 一 男

534 山口県 小学校 田布施町立田布施西小学校 たぶせちょう たぶせにし 淵上　こずえ ふちがみ　こずえ 一 女

535 山口県 小学校 周南市立富田東小学校 しゅうなんし とんだひがし 藤本　浩行 ふじもと　ひろゆき 一 男

536 山口県 小学校 山口市立小郡南小学校 やまぐちし おごおりみなみ 右田　俊博 みぎた　としひろ 一 男

537 山口県 小学校 下関市立長府小学校 しものせきし ちょうふ 武田　るり子 たけだ　るりこ 一 女

538 山口県 小学校 下関市立名池小学校 しものせきし めいち 藤田　ちずる ふじた　ちずる 五 女

539 山口県 中学校 岩国市立川下中学校 いわくにし かわしも 片山　京子 かたやま　きょうこ 一 女

540 山口県 中学校 岩国市立周東中学校 いわくにし しゅうとう 坂本　総一 さかもと　そういち 一 男

541 山口県 中学校 山陽小野田市立高千帆中学校 さんようおのだし たかちほ 村田　晋一 むらた　しんいち 二 男

542 山口県 高等学校 山口県立柳井商工高等学校 やまぐちけん やないしょうこう 晝田　正信 ひるた　まさのぶ 四 男

543 山口県 高等学校 山口県立萩高等学校 やまぐちけん はぎ 有冨　美子 ありとみ　よしこ 四 女

544 山口県 特別支援学校 山口県立岩国総合支援学校 やまぐちけん いわくにそうごう 金子　直美 かねこ　なおみ 五 女

545 山口県 高等学校 山口県立水産高等学校 やまぐちけん すいさん 安部　豊 あべ　ゆたか 一 男

546 徳島県 小学校 藍住町立藍住南小学校 あいずみちょう あいずみみなみ 元木　里美 もとき　さとみ 一 女

547 徳島県 小学校 美馬市立岩倉小学校 みまし いわくら 松原　順子 まつばら　じゅんこ 五 女

548 徳島県 中学校 徳島市城西中学校 とくしまし じょうせい 吉﨑　容子 よしざき　ようこ 三 女

549 徳島県 中学校 徳島市徳島中学校 とくしまし とくしま 嶋田　聡 しまだ　さとし 五 男

550 徳島県 中学校 阿南市立新野中学校 あなんし あらたの 幸坂　品子 こうさか　かずこ 五 女

551 徳島県 高等学校 徳島県立城ノ内高等学校 とくしまけん じょうのうち 古川　文生 ふるかわ　ふみお 一 男

552 徳島県 高等学校 徳島県立徳島科学技術高等学校 とくしまけん とくしまかがくぎじゅつ 吉本　公昭 よしもと　きみあき 六 男

553 徳島県 特別支援学校 徳島県立阿南支援学校 とくしまけん あなん 上野　邦江 うえの　くにえ 五 女

554 香川県 高等学校 香川県立高松商業高等学校 かがわけん たかまつしょうぎょう 三村　榮美子 みむら　えみこ 一 女

555 香川県 高等学校 香川県立農業経営高等学校 かがわけん のうぎょうけいえい 早海　佳史 はやみ　よしふみ 六 男

556 香川県 高等学校 香川県立高松高等学校 かがわけん たかまつ 菊池　和也 きくち　かずや 二 男

557 香川県 中学校 三豊市立高瀬中学校 みとよし たかせ 石川　貴義 いしかわ　きよし 二 男

558 香川県 中学校 高松市立屋島中学校 たかまつし やしま 佐々木　謙二 ささき　けんじ 二 男

559 香川県 小学校 高松市立香西小学校 たかまつし こうざい 石川　好子 いしかわ　よしこ 六 女

560 香川県 小学校 丸亀市立城西小学校 まるがめし じょうせい 村上　計子 むらかみ　けいこ 一 女

561 香川県 小学校 さぬき市立長尾小学校 さぬきし ながお 和田　千幸 わだ　ちゆき 六 男

562 愛媛県 小学校 四国中央市立三島小学校 しこくちゅうおうし みしま 藤田　千恵子 ふじた　ちえこ 一 女

563 愛媛県 小学校 内子町立内子小学校 うちこちょう うちこ 久保　省一郎 くぼ　しょういちろう 一 男

564 愛媛県 小学校 今治市立鳥生小学校 いまばりし とりう 越智　徳郎 おち　とくろう 一 男

565 愛媛県 小学校 松山市立雄郡小学校 まつやまし ゆうぐん 城戸　敬幸 きど　たかゆき 一 男

566 愛媛県 中学校 松山市立拓南中学校 まつやまし たくなん 尾下　桂子 おした　けいこ 四 女

567 愛媛県 中学校 西予市立三瓶中学校 せいよし みかめ 井上　千代 いのうえ　ちよ 三 女

568 愛媛県 中学校 西条市立西条北中学校 さいじょうし さいじょうきた 淺野　克司 あさの　かつし 二 男

569 愛媛県 中学校 松山市立日浦中学校 まつやまし ひうら 西岡　香恵 にしおか　かえ 一 女

570 愛媛県 高等学校 愛媛県立松山工業高等学校 えひめけん まつやまこうぎょう 宮岡　欣一郎
みやおか　きんいちろ
う

一 男

571 愛媛県 高等学校 愛媛県立新居浜南高等学校 えひめけん にいはまみなみ 河野　義知 こうの　よしとも 四 男

572 愛媛県 高等学校 愛媛県立宇和高等学校 えひめけん うわ 岩川　英俊 いわかわ　ひでとし 四 男

※年齢については平成２４年４月１日現在のものとし、年齢欄の「－」については、本人の希望により非公表。
※実践分野の番号は「一 学習指導」「二 生徒指導、進路指導」「三 体育、保健、給食指導」「四 部活動指導」「五 特別支援教育」「六 その他」を示している。
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573 愛媛県 高等学校 愛媛県立野村高等学校 えひめけん のむら 二宮　敬則 にのみや　ひろのり 二 男

574 高知県 小学校 津野町立中央小学校 つのちょう ちゅうおう 石川　美香 いしかわ　みか 六 女

575 高知県 小学校 四万十市立中村南小学校 しまんとし なかむらみなみ 田畑　和代 たばた　かずよ 一 女

576 高知県 小学校 高知市立追手前小学校 こうちし おうてまえ 金澤　佳子 かなざわ　よしこ 六 女

577 高知県 高等学校 高知県立春野高等学校 こうちけん はるの 石川　律子 いしかわ　りつこ 二 女

578 高知県 高等学校 高知県立岡豊高等学校 こうちけん おこう 藤原　美智 ふじわら　みち 一 女

579 高知県 高等学校 高知県立高知東工業高等学校 こうちけん こうちひがしこうぎょう 岡本　和彦 おかもと　かずひこ 二 男

580 高知県 特別支援学校 高知市立養護学校 こうちし しりつ 池　恭子 いけ　きょうこ 五 女

581 福岡県 高等学校 福岡県立鞍手高等学校 ふくおかけん くらて 金田　大吉 かなだ　だいきち 二 男

582 福岡県 高等学校 福岡県立小倉商業高等学校 ふくおかけん こくらしょうぎょう 德永　由紀子 とくなが　ゆきこ 一 女

583 福岡県 高等学校 福岡県立玄界高等学校 ふくおかけん げんかい 山内　光春 やまうち　みつはる 二 男

584 福岡県 高等学校 福岡県立明善高等学校 ふくおかけん めいぜん 荒木　貞文 あらき　さだふみ 一 男

585 福岡県 高等学校 福岡県立香椎高等学校 ふくおかけん かしい 中山　道則 なかやま　みちのり 一 男

586 福岡県 高等学校 福岡県立直方高等学校 ふくおかけん のおがた 文野　政憲 ぶんの　まさのり 六 男

587 福岡県 特別支援学校 福岡県立福岡特別支援学校 ふくおかけん ふくおか 横田　聡 よこた　さとし 五 男

588 福岡県 小学校 遠賀町立島門小学校 おんがちょう しまど 久保　哲哉 くぼ　てつや 一 男

589 福岡県 小学校 久留米市立城島小学校 くるめし じょうじま 目野　美紀 めの　みき 六 女

590 福岡県 小学校 苅田町立片島小学校 かんだまち かたしま 中村　祐司 なかむら　ゆうじ 一 男

591 福岡県 小学校 志免町立志免東小学校 しめまち しめひがし 永江　慶子 ながえ　けいこ 一 女

592 福岡県 小学校 芦屋町立芦屋小学校 あしやまち あしや 石田　拓司 いしだ　たくじ 六 男

593 福岡県 小学校 みやま市立大江小学校 みやまし おおえ 山田　恵子 やまだ　けいこ 一 女

594 福岡県 小学校 糸島市立前原南小学校 いとしまし まえばるみなみ 元村　美保 もとむら　みほ 一 女

595 福岡県 小学校 川崎町立川崎東小学校 かわさきまち かわさきひがし 種具　朋一郎 たねぐ　ともいちろう 一 男

596 福岡県 小学校 那珂川町立安徳小学校 なかがわまち あんとく 淵上　由賀里 ふちがみ　ゆかり 六 女

597 福岡県 中学校 宇美町立宇美中学校 うみまち うみ 仲村　夏江 なかむら　なつえ 一 女

598 福岡県 中学校 柳川市立三橋中学校 やながわし みつはし 今村　隆徳 いまむら　たかのり 一 男

599 福岡県 中学校 桂川町立桂川中学校 けいせんまち けいせん 岡本　浩幸 おかもと　ひろゆき 二 男

600 福岡県 中学校 大野城市立御陵中学校 おおのじょうし ごりょう 岩野　和子 いわの　かずこ 六 女

601 福岡県 中学校 みやこ町立勝山中学校 みやこまち かつやま 明石　哲朗 あかし　てつろう 六 男

602 福岡県 中学校 久留米市立城南中学校 くるめし じょうなん 田中　雅信 たなか　まさのぶ 二 男

603 佐賀県 小学校 唐津市立相知小学校 からつし おうち 井上　祐海 いのうえ　ひろみ 六 男

604 佐賀県 小学校 武雄市立武雄小学校 たけおし たけお 坂井　文明 さかい　ふみあき 一 男

605 佐賀県 小学校 佐賀市立本庄小学校 さがし ほんじょう 古賀　一成 こが　かずなり 一 男

606 佐賀県 中学校 嬉野市立嬉野中学校 うれしのし うれしの 中尾　弘樹 なかお　ひろき 六 男

607 佐賀県 中学校 基山町立基山中学校 きやまちょう きやま 渡部　泰通 わたなべ　やすみち 一 男

608 佐賀県 高等学校 佐賀県立佐賀東高等学校 さがけん さがひがし 堤　敏浩 つつみ　としひろ 一 男

609 佐賀県 高等学校 佐賀県立佐賀農業高等学校 さがけん さがのうぎょう 江島　博文 えじま　ひろふみ 一 男

610 佐賀県 特別支援学校 佐賀県立盲学校 さがけん もう 田中　直子 たなか　なおこ 五 女

611 長崎県 小学校 南島原市立野田小学校 みなみしまばらし のだ 白石　富子 しらいし　とみこ 一 女

612 長崎県 中学校 西海市立大島中学校 さいかいし おおしま 松良　孝子 まつら　たかこ 三 女

613 長崎県 小学校 佐々町立口石小学校 さざちょう くちいし 鳥山　礼子 とりやま　れいこ 一 女

614 長崎県 小学校 平戸市立中野小学校 ひらどし なかの 右田　弘 みぎた　ひろし 一 男

615 長崎県 中学校 対馬市立豊玉中学校 つしまし とよたま 吉田　渉 よしだ　わたる 六 男

616 長崎県 小学校 雲仙市立大正小学校 うんぜんし たいしょう 池田　毅 いけだ　つよし 一 男

※年齢については平成２４年４月１日現在のものとし、年齢欄の「－」については、本人の希望により非公表。
※実践分野の番号は「一 学習指導」「二 生徒指導、進路指導」「三 体育、保健、給食指導」「四 部活動指導」「五 特別支援教育」「六 その他」を示している。



№ 都道府県名 学校種 学校名 ふりがな（設置者） ふりがな 氏名 ふりがな
実践
分野

性別

617 長崎県 小学校 佐世保市立相浦小学校高島分校 させぼし あいのうら  たかしま 永田　美穂 ながた　みほ 三 女

618 長崎県 小学校 長崎市立稲佐小学校 ながさきし いなさ 掛水　雅寛 かけみず　まさひろ 一 男

619 長崎県 高等学校 長崎県立諫早農業高等学校 ながさきけん いさはやのうぎょう 藤井　順子 ふじい　じゅんこ 二 女

620 長崎県 高等学校 長崎県立長崎工業高等学校 ながさきけん ながさきこうぎょう 松本　浩明 まつもと　ひろあき 一 男

621 長崎県 特別支援学校 長崎県立諫早東特別支援学校 ながさきけん いさはやひがし 田中　留美 たなか　るみ 五 女

622 長崎県 高等学校 長崎県立佐世保工業高等学校 ながさきけん させぼこうぎょう 前川　明 まえかわ　あきら 二 男

623 熊本県 特別支援学校 熊本県立ひのくに高等支援学校 くまもとけん ひのくに 人見　豊久 ひとみ　とよひさ 五 男

624 熊本県 特別支援学校 熊本県立芦北支援学校 くまもとけん あしきた 井上　礼治 いのうえ　れいじ 五 男

625 熊本県 特別支援学校 八代市立八代養護学校 やつしろし やつしろ 宮﨑　ゆみ子 みやざき　ゆみこ 五 女

626 熊本県 中学校 宇城市立松橋中学校 うきし まつばせ 谷川　久美子 たにがわ　くみこ 三 女

627 熊本県 中学校 益城町立益城中学校 ましきまち ましき 甲斐　英子 かい　えいこ 三 女

628 熊本県 小学校 山鹿市立八幡小学校 やまがし やはた 安武　和幸 やすたけ　かずゆき 五 男

629 熊本県 小学校 山江村立山田小学校 やまえむら やまだ 木下　はるみ きのした　はるみ 三 女

630 大分県 小学校 杵築市立立石小学校 きつきし たていし 友成　恒二 ともなり　こうじ 一 男

631 大分県 中学校 豊後高田市立高田中学校 ぶんごたかだし たかだ 河野　信一 こうの　しんいち 一 男

632 大分県 中学校 大分市立稙田東中学校 おおいたし わさだひがし 岡部　泰司 おかべ　たいじ 一 男

633 大分県 中学校 竹田市立直入中学校 たけたし なおいり 佐藤　公則 さとう　きみのり 二 男

634 大分県 中学校 佐伯市立昭和中学校 さいきし しょうわ 此松　信孝 このまつ　のぶたか 一 男

635 大分県 高等学校 大分県立三重総合高等学校 おおいたけん みえそうごう 堤　雄思郎 つつみ　ゆうしろう 一 男

636 大分県 高等学校 大分県立杵築高等学校 おおいたけん きつき 森　悦郎 もり　えつろう 二 男

637 大分県 高等学校 大分県立国東高等学校 おおいたけん くにさき 松田　清隆 まつだ　きよたか 一 男

638 大分県 高等学校 大分県立大分工業高等学校 おおいたけん おおいたこうぎょう 佐藤　啓治 さとう　けいじ 二 男

639 大分県 特別支援学校 大分県立宇佐支援学校中津校 おおいたけん うさ なかつ 松本　芳郎 まつもと　よしお 五 男

640 宮崎県 高等学校 宮崎県立宮崎商業高等学校 みやざきけん みやざきしょうぎょう 迫田　義次 さこだ　よしつぐ 四 男

641 宮崎県 小学校 三股町立三股小学校 みまたまち みまた 宮﨑　珠美 みやざき　たまみ 三 女

642 宮崎県 特別支援学校 宮崎県立都城きりしま支援学校小林校 みやざきけん みやこのじょうきりしま 壹岐　典子 いき　のりこ 五 女

643 鹿児島県 中学校 十島村立宝島中学校 としまそん たからじま 二宮　浩一 にのみや　こういち 一 男

644 鹿児島県 小学校 枕崎市立金山小学校 まくらざきし きんざん 徳田　賢一 とくだ　けんいち 一 男

645 鹿児島県 中学校 志布志市立有明中学校 しぶし ありあけ 肝付　みどり きもつき　みどり 一 女

646 鹿児島県 小学校 中種子町立野間小学校 なかたねちょう のま 白尾　裕志 しらお　ひろし 一 男

647 鹿児島県 小学校 大和村立大和小学校 やまとそん やまと 山田　克美 やまだ　かつみ 一 男

648 鹿児島県 中学校 奄美市立名瀬中学校 あまみし なぜ 岡元　次郎 おかもと　じろう 一 男

649 鹿児島県 高等学校 鹿児島県立鹿屋工業高等学校 かごしまけん かのやこうぎょう 末廣　賢 すえひろ　まさる 一 男

650 鹿児島県 中学校 鹿児島市立谷山北中学校 かごしまし たにやまきた 壽福　典子 じゅふく　のりこ 三 女

651 鹿児島県 小学校 日置市立鶴丸小学校 ひおきし つるまる 久保田　晴美 くぼた　はるみ 三 女

652 鹿児島県 小学校 伊佐市立羽月小学校 いさし はつき 德丸　佳大 とくまる　すみとも 三 男

653 鹿児島県 高等学校 鹿児島県立川薩清修館高等学校 かごしまけん せんさつせいしゅうかん 橋元　幸公 はしもと　ゆきひろ 四 男

654 鹿児島県 特別支援学校 鹿児島県立武岡台養護学校 かごしまけん たけおかだい 大山　直美 おおやま　なおみ 五 女

655 鹿児島県 特別支援学校 鹿児島県立鹿児島聾学校 かごしまけん かごしま 堀之内　恵司 ほりのうち　けいし 五 男

656 鹿児島県 小学校 鹿児島市立原良小学校 かごしまし はらら 豊増　真一郎 とよます　しんいちろう 六 男

657 鹿児島県 小学校 出水市立出水小学校 いずみし いずみ 福永　秀樹 ふくなが　ひでき 六 男

658 鹿児島県 中学校 霧島市立隼人中学校 きりしまし はやと 是枝　太士 これえだ　ふとし 六 男

659 沖縄県 高等学校 沖縄県立浦添工業高等学校 おきなわけん うらそえこうぎょう 屋比久　保 やびく　たもつ 四 男

660 沖縄県 小学校 那覇市立城岳小学校 なはし じょうがく 冨永　佳代子 とみなが　かよこ 一 女

※年齢については平成２４年４月１日現在のものとし、年齢欄の「－」については、本人の希望により非公表。
※実践分野の番号は「一 学習指導」「二 生徒指導、進路指導」「三 体育、保健、給食指導」「四 部活動指導」「五 特別支援教育」「六 その他」を示している。



№ 都道府県名 学校種 学校名 ふりがな（設置者） ふりがな 氏名 ふりがな
実践
分野

性別

661 沖縄県 高等学校 沖縄県立辺土名高等学校 おきなわけん へんとな 大城　恵美子 おおしろ　えみこ 四 女

662 沖縄県 中学校 南城市立佐敷中学校 なんじょうし さしき 神里　美智子 かみざと　みちこ 一 女

663 沖縄県 高等学校 沖縄県立南風原高等学校 おきなわけん はえばる 新垣　智也 あらがき　ともや 四 男

664 沖縄県 中学校 石垣市立石垣中学校 いしがきし いしがき 仲山　ゆかり なかやま　ゆかり 六 女

665 沖縄県 小学校 南風原町立北丘小学校 はえばるちょう きたおか 川上　典子 かわかみ　のりこ 一 女

666 沖縄県 中学校 名護市立大宮中学校 なごし おおみや 渡具知　清美 とぐち　きよみ 一 女

667 沖縄県 中学校 名護市立名護中学校 なごし なご 神山　吉明 かみやま　よしあき 一 男

668 沖縄県 中学校 名護市立屋我地中学校 なごし やがじ 西銘　美恵子 にしめ　みえこ 一 女

669 沖縄県 高等学校 沖縄県立小禄高等学校 おきなわけん おろく 大城　正 おおしろ　ただし 二 男

670 沖縄県 小学校 西原町立西原小学校 にしはらちょう にしはら 金城　俊美 きんじょう　としみ 三 女

671 沖縄県 小学校 宮古島市立城辺小学校 みやこじまし ぐすくべ 宮國　和美 みやぐに　かずみ 一 女

672 沖縄県 高等学校 沖縄県立那覇国際高等学校 おきなわけん なはこくさい 内間　万里子 うちま　まりこ 六 女

673 仙台市 小学校 仙台市立荒巻小学校 せんだいし あらまき 稲葉　俊一 いなば　しゅんいち 六 男

674 仙台市 小学校 仙台市立木町通小学校 せんだいし きまちどおり 山﨑　睦子 やまざき　むつこ 一 女

675 仙台市 中学校 仙台市立郡山中学校 せんだいし こおりやま 瀧場　誠太郎 たきば　せいたろう 一 男

676 仙台市 小学校 仙台市立泉ヶ丘小学校 せんだいし いずみがおか 赤間　知子 あかま　ともこ 五 女

677 仙台市 中学校 仙台市立東華中学校 せんだいし とうか 五十嵐　秀樹 いがらし　ひでき 六 男

678 さいたま市 小学校 さいたま市立中尾小学校 さいたまし なかお 榎村　加世 えのきむら　かよ 三 女

679 さいたま市 小学校 さいたま市立与野八幡小学校 さいたまし よのはちまん 髙栁　桂子 たかやなぎ　けいこ 一 女

680 さいたま市 中学校 さいたま市立岸中学校 さいたまし きし 近藤　厚子 こんどう　あつこ 一 女

681 さいたま市 中学校 さいたま市立大宮北中学校 さいたまし おおみやきた 名渡山　睦 なとやま　むつみ 一 女

682 さいたま市 中学校 さいたま市立土屋中学校 さいたまし つちや 松井　圭子 まつい　けいこ 一 女

683 千葉市 中学校 千葉市立幕張中学校 ちばし まくはり 髙橋　響子 たかはし　きょうこ 三 女

684 千葉市 小学校 千葉市立寒川小学校 ちばし さむがわ 石井　修子 いしい　しゅうこ 一 女

685 千葉市 小学校 千葉市立新宿小学校 ちばし しんじゅく 末永　優子 すえなが　ゆうこ 一 女

686 千葉市 中学校 千葉市立さつきが丘中学校 ちばし さつきがおか 佐藤　光枝 さとう　みつえ 一 女

687 川崎市 小学校 川崎市立橘小学校 かわさきし たちばな 鵜木　朋和 うのき　ともかず 一 男

688 川崎市 小学校 川崎市立南菅小学校 かわさきし みなみすげ 田中　克義 たなか　かつよし 六 男

689 川崎市 小学校 川崎市立南菅小学校 かわさきし みなみすげ 松本　真爾 まつもと　しんじ 二 男

690 川崎市 中学校 川崎市立南河原中学校 かわさきし みなみがわら 菊池　幸江 きくち　ゆきえ 三 女

691 横浜市 小学校 横浜市立伊勢山小学校 よこはまし いせやま 宮﨑　里子 みやざき　さとこ 二 女

692 横浜市 小学校 横浜市立生麦小学校 よこはまし なまむぎ 松下　順子 まつした　じゅんこ 三 女

693 横浜市 小学校 横浜市立上菅田小学校 よこはまし かみすげた 西村　美智子 にしむら　みちこ 三 女

694 横浜市 中学校 横浜市立浜中学校 よこはまし はま 佐久間　大 さくま　まさる 六 男

695 横浜市 中学校 横浜市立岡津中学校 よこはまし おかづ 成島　征宏 なるしま　まさひろ 六 男

696 横浜市 特別支援学校 横浜市立浦舟特別支援学校 よこはまし うらふね 矢吹　仁寿 やぶき　じんじゅ 五 男

697 横浜市 小学校 横浜市立篠原西小学校 よこはまし しのはらにし 青石　留美 あおいし　るみ 三 女

698 横浜市 中学校 横浜市立新田中学校 よこはまし にった 古川　千晶 ふるかわ　ちあき 一 女

699 横浜市 小学校 横浜市立瀬ケ崎小学校 よこはまし せがさき 髙﨑　智志 たかさき　さとし 一 男

700 横浜市 高等学校
横浜市立横浜サイエンスフロンティア高
等学校

よこはまし
よこはまさいせんすふろ
んてぃあ

溝上　豊 みぞかみ　ゆたか 一 男

701 横浜市 小学校 横浜市立いぶき野小学校 よこはまし いぶきの 佐藤　裕子 さとう　ゆうこ 六 女

702 横浜市 中学校 横浜市立市場中学校 よこはまし いちば 伴　幸生 ばん　さちお 一 男

703 横浜市 小学校 横浜市立丸山台小学校 よこはまし まるやまだい 長田　美香子 ながた　みかこ 二 女

704 横浜市 中学校 横浜市立汲沢中学校 よこはまし ぐみさわ 片岡　勝江 かたおか　かつえ 三 女

※年齢については平成２４年４月１日現在のものとし、年齢欄の「－」については、本人の希望により非公表。
※実践分野の番号は「一 学習指導」「二 生徒指導、進路指導」「三 体育、保健、給食指導」「四 部活動指導」「五 特別支援教育」「六 その他」を示している。
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705 横浜市 特別支援学校 横浜市立日野中央高等特別支援学校 よこはまし ひのちゅうおう 小島　明 こじま　あきら 五 男

706 横浜市 特別支援学校 横浜市立新治特別支援学校 よこはまし にいはる 山川　幸子 やまかわ　さちこ 六 女

707 相模原市 小学校 相模原市立上溝小学校 さがみはらし かみみぞ 小倉　久美子 おぐら　くみこ 一 女

708 相模原市 小学校 相模原市立中野小学校 さがみはらし なかの 岡本　千明 おかもと　ちあき 五 女

709 相模原市 中学校 相模原市立弥栄中学校 さがみはらし やえい 井上　武仁 いのうえ　たけひと 二 男

710 新潟市 小学校 新潟市立小合小学校 にいがたし こあい 田端　徹 たばた　とおる 六 男

711 新潟市 中学校 新潟市立山の下中学校 にいがたし やまのした 東　淳也 あずま　じゅんや 二 男

712 新潟市 小学校 新潟市立大形小学校 にいがたし おおがた 櫻井　美恵子 さくらい　みえこ 五 女

713 新潟市 小学校 新潟市立東中野山小学校 にいがたし ひがしなかのやま 大久保　亨 おおくぼ　とおる 六 男

714 静岡市 中学校 静岡市立清水第四中学校 しずおかし しみずだいよん 牧田　浩幸 まきた　ひろゆき 二 男

715 静岡市 小学校 静岡市立安西小学校 しずおかし あんざい 太田　嘉奈子 おおた　かなこ 一 女

716 静岡市 小学校 静岡市立森下小学校 しずおかし もりした 青木　規子 あおき　のりこ 三 女

717 浜松市 小学校 浜松市立佐藤小学校 はままつし さとう 清水　恭子 しみず　きょうこ 五 女

718 浜松市 小学校 浜松市立芳川小学校 はままつし ほうがわ 山下　悟志 やました　さとし 二 男

719 浜松市 小学校 浜松市立双葉小学校 はままつし ふたば 山下　浩昭 やました　ひろあき 一 男

720 浜松市 中学校 浜松市立与進中学校 はままつし よしん 中野　宏美 なかの　ひろみ 二 女

721 名古屋市 小学校 名古屋市立常安小学校 なごやし じょうあん 安藤　嘉浩 あんどう　よしひろ 一 男

722 名古屋市 小学校 名古屋市立栄小学校 なごやし さかえ 鬼頭　保文 きとう　やすふみ 一 男

723 名古屋市 小学校 名古屋市立神宮寺小学校 なごやし じんぐうじ 梅村　聡 うめむら　さとし 一 男

724 名古屋市 小学校 名古屋市立中川小学校 なごやし なかがわ 川上　季予子 かわかみ　きよこ 一 女

725 名古屋市 小学校 名古屋市立八事東小学校 なごやし やごとひがし 畑　智秋 はた　ともあき 一 女

726 名古屋市 中学校 名古屋市立港北中学校 なごやし こうほく 伊藤　弘幸 いとう　ひろゆき 一 男

727 名古屋市 小学校 名古屋市立植田南小学校 なごやし うえだみなみ 服部　豊 はっとり　ゆたか 一 男

728 名古屋市 中学校 名古屋市立大高中学校 なごやし おおだか 佐藤　秋彦 さとう　あきひこ 一 男

729 名古屋市 特別支援学校 名古屋市立天白養護学校 なごやし てんぱく 大川　真一 おおかわ　しんいち 一 男

730 名古屋市 小学校 名古屋市立東桜小学校 なごやし ひがしさくら 上田　由佳里 うえだ　ゆかり 一 女

731 名古屋市 高等学校 名古屋市立向陽高等学校 なごやし こうよう 中川　実德 なかがわ　みつとく 一 男

732 京都市 小学校 京都市立第三錦林小学校 きょうとし だいさんきんりん 鈴木　宏紀 すずき　ひろき 一 男

733 京都市 小学校 京都市立下京渉成小学校 きょうとし しもぎょうしょうせい 阿部　正人 あべ　まさと 一 男

734 京都市 小学校 京都市立仁和小学校 きょうとし にんな 飯田　令子 いいだ　れいこ 一 女

735 京都市 中学校 京都市立向島東中学校 きょうとし むかいじまひがし 竹田　久美子 たけだ　くみこ 二 女

736 京都市 中学校 京都市立岡崎中学校 きょうとし おかざき 今津　敏一 いまづ　としかず 一 男

737 京都市 中学校 京都市立開睛中学校 きょうとし かいせい 重田　耕成 しげた　こうせい 六 男

738 京都市 高等学校 京都市立塔南高等学校 きょうとし とうなん 草川　清美 くさかわ　きよみ 一 女

739 京都市 特別支援学校 京都市立白河総合支援学校 きょうとし しらかわそうごう 井上　美加 いのうえ　みか 五 女

740 大阪市 小学校 大阪市立味原小学校 おおさかし あじはら 上里　佳代 こうざと　かよ 六 女

741 堺市 小学校 堺市立三国丘小学校 さかいし みくにがおか 熊田　喜志子 くまた　きしこ 一 女

742 堺市 中学校 堺市立美木多中学校 さかいし みきた 馬渡　三和 まわたり　みつかず 二 男

743 堺市 特別支援学校 堺市立上神谷支援学校 さかいし にわだに 浅井　郁子 あさい　いくこ 五 女

744 堺市 高等学校 堺市立堺高等学校（全日制） さかいし さかい 横田　晃男 よこた　あきお 二 男

745 神戸市 高等学校 神戸市立科学技術高等学校 こうべし かがくぎじゅつ 井上　創 いのうえ　はじめ 四 男

746 神戸市 小学校 神戸市立五位の池小学校 こうべし ごいのいけ 黒坂　典子 くろさか　のりこ 一 女

747 神戸市 小学校 神戸市立井吹西小学校 こうべし いぶきにし 舩越　圭子 ふなこし　けいこ 一 女

748 神戸市 中学校 神戸市立本多聞中学校 こうべし ほんたもん 山﨑　泰時 やまざき　ひろじ 六 男

※年齢については平成２４年４月１日現在のものとし、年齢欄の「－」については、本人の希望により非公表。
※実践分野の番号は「一 学習指導」「二 生徒指導、進路指導」「三 体育、保健、給食指導」「四 部活動指導」「五 特別支援教育」「六 その他」を示している。
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749 神戸市 小学校 神戸市立だいち小学校 こうべし だいち 太田　睦 おおた　むつみ 六 女

750 神戸市 中学校 神戸市立住吉中学校 こうべし すみよし 萬　優子 よろず　ゆうこ 三 女

751 神戸市 中学校 神戸市立北神戸中学校 こうべし きたこうべ 山内　拓也 やまうち　たくや 四 男

752 神戸市 中学校 神戸市立鷹匠中学校 こうべし たかしょう 土井　哲夫 どい　てつお 六 男

753 岡山市 小学校 岡山市立芳田小学校 おかやまし よしだ 友田　雅人 ともだ　まさと 一 男

754 岡山市 中学校 岡山市立芳泉中学校 おかやまし ほうせん 松本　香織 まつもと　かおり 一 女

755 岡山市 中学校 岡山市立石井中学校 おかやまし いしい 横田　さなえ よこた　さなえ 一 女

756 広島市 小学校 広島市立古田台小学校 ひろしまし ふるただい 田中　雅美 たなか　まさみ 一 女

757 広島市 小学校 広島市立可部小学校 ひろしまし かべ 宮正　純二 みやしょう　じゅんじ 三 男

758 広島市 中学校 広島市立翠町中学校 ひろしまし みどりまち 西本　徹 にしもと　とおる 四 男

759 広島市 中学校 広島市立段原中学校 ひろしまし だんばら 大本　市郎 おおもと　いちろう 五 男

760 広島市 高等学校 広島市立沼田高等学校 ひろしまし ぬまた 三浦　秀行 みうら　ひでゆき 四 男

761 北九州市 小学校 北九州市立小倉中央小学校 きたきゅうしゅうし こくらちゅうおう 三橋　道子 みつはし　みちこ 六 女

762 北九州市 小学校 北九州市立浅川小学校 きたきゅうしゅうし あさかわ 毛利　あかね もうり　あかね 五 女

763 北九州市 小学校 北九州市立黒崎中央小学校 きたきゅうしゅうし くろさきちゅうおう 藤原　かよ ふじわら　かよ 一 女

764 北九州市 中学校 北九州市立霧丘中学校 きたきゅうしゅうし きりがおか 山本　直人 やまもと　なおと 一 男

765 北九州市 中学校 北九州市立上津役中学校 きたきゅうしゅうし こうじゃく 本田　壽志 ほんだ　ひさし 二 男

766 福岡市 小学校 福岡市立老司小学校 ふくおかし ろうじ 関　佳恵 せき　よしえ 三 女

767 福岡市 小学校 福岡市立平尾小学校 ふくおかし ひらお 西野　尚子 にしの　なおこ 一 女

768 福岡市 小学校 福岡市立壱岐東小学校 ふくおかし いきひがし 楢尾　好民 ならお　よしたみ 六 男

769 福岡市 小学校 福岡市立千早西小学校 ふくおかし ちはやにし 須佐　健吾 すさ　けんご 一 男

770 福岡市 小学校 福岡市立鶴田小学校 ふくおかし つるた 鋤田　誠 すきた　まこと 一 男

771 福岡市 小学校 福岡市立香椎浜小学校 ふくおかし かしいはま 久保田　篤 くぼた　あつし 六 男

772 福岡市 中学校 福岡市立宮竹中学校 ふくおかし みやたけ 山田　圭三 やまだ　けいぞう 六 男

※年齢については平成２４年４月１日現在のものとし、年齢欄の「－」については、本人の希望により非公表。
※実践分野の番号は「一 学習指導」「二 生徒指導、進路指導」「三 体育、保健、給食指導」「四 部活動指導」「五 特別支援教育」「六 その他」を示している。


