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1 北海道 高等学校 北海道函館中部高等学校 ほっかいどう はこだてちゅうぶ 髙田　幸子 たかだ　さちこ 三 女

2 北海道 中学校 稚内市立稚内中学校 わっかないし わっかない 菊地　和子 きくち　かずこ 一 女

3 北海道 小学校 中標津町立中標津小学校 なかしべつちょう なかしべつ 種市　文彦 たねいち　ふみひこ 四 男

4 北海道 高等学校 北海道札幌琴似工業高等学校 ほっかいどう さっぽろことにこうぎょう 小川　経一 おがわ　けいいち 六 男

5 北海道 小学校 美瑛町立美瑛東小学校 びえいちょう びえいひがし 目良　久美 めら　ひさみ 五 女

6 北海道 小学校 苫小牧市立拓進小学校 とまこまいし たくしん 後藤　修 ごとう　おさむ 六 男

7 北海道 高等学校 北海道岩内高等学校 ほっかいどう いわない 井畑　定順 いばた　じょうじゅん 四 男

8 北海道 中学校 森町立森中学校 もりまち もり 鎌田　孝紀 かまた　たかのり 一 男

9 北海道 特別支援学校 北海道美深高等養護学校 ほっかいどう びふか 宮田　樹哉 みやた　たつや 五 男

10 北海道 幼稚園 美深町幼児センター びふかちょう ようじせんたー 富田　由佳 とみた　ゆか 六 女

11 北海道 高等学校 北海道遠軽高等学校 ほっかいどう えんがる 高橋　利明 たかはし　としあき 四 男

12 青森県 小学校 階上町立石鉢小学校 はしかみちょう いしのはち 石渡　保 いしわたり　たもつ 一 男

13 青森県 高等学校 青森県立五所川原農林高等学校 あおもりけん ごしょがわらのうりん 舘山　昭廣 たてやま　あきひろ 六 男

14 青森県 特別支援学校 青森県立八戸聾学校 あおもりけん はちのへろう 大嶌　範子 おおしま　のりこ 五 女

15 岩手県 高等学校 岩手県立不来方高等学校 いわてけん こずかた 内記　徹 ないき　とおる 四 男

16 岩手県 高等学校 岩手県立不来方高等学校 いわてけん こずかた 村松　玲子 むらまつ　れいこ 四 女

17 宮城県 中学校 白石市立東中学校 しろいしし ひがし 石川　裕之 いしかわ　ひろゆき 二 男

18 宮城県 高等学校 宮城県仙台第二高等学校 みやぎけん せんだいだいに 渡辺　尚 わたなべ　なおし 四 男

19 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 加勢　幸美 かせ　ゆきみ 一 女

20 宮城県 高等学校 宮城県農業高等学校 みやぎけん のうぎょう 渡部　剛実 わたなべ　たけみ 一 男

21 宮城県 小学校 大崎市立川渡小学校 おおさきし かわたび 上野　則子 うえの　のりこ 五 女

22 宮城県 小学校 加美町立賀美石小学校 かみまち かみいし 西塚　裕美 にしつか　ゆみ 一 女

23 宮城県 小学校 柴田町立船岡小学校 しばたまち ふなおか 玉田　芳治 たまだ　よしはる 七 男

24 秋田県 小学校 由利本荘市立尾崎小学校 ゆりほんじょうし おざき 運藤　良和 うんどう　よしかず 四 男

25 秋田県 小学校 大館市立有浦小学校 おおだてし ありうら 貝森　逸子 かいもり　いつこ 一 女

26 秋田県 小学校 八郎潟町立八郎潟小学校 はちろうがたまち はちろうがた 三浦　智 みうら　さとし 一 男

27 秋田県 小学校 横手市立雄物川北小学校 よこてし おものがわきた 村上　智子 むらかみ　ともこ 一 女

28 秋田県 中学校 三種町立琴丘中学校 みたねちょう ことおか 見上　司 みかみ　つかさ 一 男

29 秋田県 高等学校 秋田県立秋田南高等学校 あきたけん あきたみなみ 庄司　強 しょうじ　つよし 二 男

30 秋田県 高等学校 秋田県立秋田工業高等学校 あきたけん あきたこうぎょう 熊谷　清仁 くまがい　きよひと 七 男

31 秋田県 特別支援学校 秋田県立比内養護学校たかのす分校 あきたけん
ひないようごがっこうたか
のすぶんこう

藤田　孝子 ふじた　たかこ 五 女

32 山形県 小学校 天童市立山口小学校 てんどうし やまぐち 高橋　聡美 たかはし　さとみ 一 女

33 山形県 中学校 新庄市立新庄中学校 しんじょうし しんじょう 青木　智美 あおき　ともみ 七 女

34 山形県 高等学校 山形県立真室川高等学校 やまがたけん まむろがわ 伊藤　好彦 いとう　よしひこ 六 男

35 山形県 特別支援学校 山形県立鶴岡高等養護学校 やまがたけん つるおかこうとうようご 大川　千春 おおかわ　ちはる 五 女

36 山形県 小学校 酒田市立松原小学校 さかたし まつばら 後藤　公 ごとう　きみ 五 女

平成２５年度　　被　表　彰　者　名　簿　（公立学校）

※年齢については平成２５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　学校運営の改善」「七　その
他」を示している。
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37 山形県 高等学校 山形県立南陽高等学校 やまがたけん なんよう 谷田　幸隆 たにだ　ゆきたか 四 男

38 山形県 中学校 山形市立第五中学校 やまがたし だいご 荒木　誠司 あらき　せいじ 三 男

39 山形県 中学校 鶴岡市立鶴岡第二中学校 つるおかし つるおかだいに 松田　睦 まつた　むつみ 七 女

40 山形県 小学校 新庄市立新庄小学校 しんじょうし しんじょう 平　忍 たいら　しのぶ 二 男

41 山形県 中学校 西川町立西川中学校 にしかわまち にしかわ 橋本　佳久 はしもと　よしひさ 四 男

42 福島県 小学校 福島市立鳥川小学校 ふくしまし とりかわ 上石　和子 あげいし　かずこ 一 女

43 福島県 中学校 福島市立吾妻中学校 ふくしまし あづま 二瓶　　勉 にへい　つとむ 一 男

44 福島県 中学校 二本松市立二本松第一中学校 にほんまつし にほんまつだいいち 遠藤　康成 えんどう　やすなり 二 男

45 福島県 中学校 郡山市立郡山第一中学校 こおりやまし こおりやまだいいち 吉成　光男 よしなり　みつお 六 男

46 福島県 小学校 須賀川市立仁井田小学校 すかがわし にいだ 國井　伸行 くにい　のぶゆき 一 男

47 福島県 中学校 須賀川市立第三中学校 すかがわし だいさん 鈴木　信子 すずき　のぶこ 六 女

48 福島県 小学校 白河市立白河第一小学校 しらかわし しらかわだいいち 清野　孝 せいの　たかし 一 男

49 福島県 小学校 喜多方市立塩川小学校 きたかたし しおかわ 齋藤　園子 さいとう　そのこ 一 女

50 福島県 小学校 南会津町立南郷小学校 みなみあいづまち なんごう 小野　美喜 おの　みき 三 女

51 福島県 小学校 只見町立朝日小学校 ただみまち あさひ 塚田　玉江 つかだ　たまえ 六 女

52 福島県 小学校 相馬市立桜丘小学校 そうまし さくらがおか 増子　啓信 ますこ　けいしん 一 男

53 福島県 小学校 南相馬市立原町第一小学校 みなみそうまし はらまちだいいち 午來　恵美子 ごらい　えみこ 五 女

54 福島県 高等学校 福島県立福島高等学校 ふくしまけん ふくしま 橋爪　清成 はしづめ　きよなり 一 男

55 福島県 高等学校 福島県立会津学鳳高等学校 ふくしまけん あいづがくほう 稲村  忠右エ門 いなむら　ちゅうえもん 六 男

56 福島県 高等学校 福島県立会津農林高等学校 ふくしまけん あいづのうりん 齋藤　泰靖 さいとう　やすのぶ 二 男

57 福島県 高等学校 福島県立いわき光洋高等学校 ふくしまけん いわきこうよう 郷家　邦博 さといえ　くにひろ 二 男

58 福島県 特別支援学校 福島県立聾学校 ふくしまけん ろう 宗形  いづみ むなかた　いづみ 五 女

59 福島県 中学校 福島県立会津学鳳中学校 ふくしまけん あいづがくほう 小川　茂樹 おがわ　しげき 六 男

60 茨城県 中学校 常陸大宮市立御前山中学校 ひたちおおみやし ごぜんやま 眞﨑　恒一郎 まさき　こういちろう 一 男

61 茨城県 高等学校 茨城県立竜ヶ崎第一高等学校 いばらきけん りゅうがさきだいいち 横倉　敏治 よこくら　としはる 一 男

62 茨城県 高等学校 茨城県立牛久栄進高等学校 いばらきけん うしくえいしん 石黑　美男 いしぐろ　よしお 四 男

63 茨城県 中学校 高萩市立君田中学校 たかはぎし きみだ 渡辺　紀子 わたなべ　のりこ 一 女

64 茨城県 高等学校 茨城県立水戸第一高等学校 いばらきけん みとだいいち 柴﨑　孝浩 しばさき　たかひろ 一 男

65 茨城県 高等学校 茨城県立結城第二高等学校 いばらきけん ゆうきだいに 萩原　明子 はぎわら　あきこ 五 女

66 茨城県 特別支援学校 茨城県立下妻特別支援学校 いばらきけん しもづま 赤田部　恵美子 あかたべ　えみこ 五 女

67 茨城県 中学校 桜川市立桃山中学校 さくらがわし ももやま 堀江　徳三 ほりえ　とくぞう 一 男

68 茨城県 高等学校 茨城県立総和工業高等学校 いばらきけん そうわこうぎょう 大竹　利巳 おおたけ　としみ 一 男

69 茨城県 小学校 土浦市立真鍋小学校 つちうらし まなべ 久松　直子 ひさまつ　なおこ 五 女

70 茨城県 小学校 常陸太田市立久米小学校 ひたちおおたし くめ 大津　裕子 おおつ　ゆうこ 一 女

71 茨城県 中学校 つくばみらい市立谷和原中学校 つくばみらいし やわら 古谷　明子 ふるや　あきこ 三 女

72 茨城県 小学校 鉾田市立鉾田小学校 ほこたし ほこた 長須　範子 ながす　のりこ 五 女

73 茨城県 小学校 筑西市立上野小学校 ちくせいし うえの 高橋　みさ江 たかはし　みさえ 一 女

※年齢については平成２５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　学校運営の改善」「七　その
他」を示している。
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74 茨城県 高等学校 茨城県立土浦湖北高等学校 いばらきけん つちうらこほく 小川　幸男 おがわ　さちお 四 男

75 茨城県 小学校 日立市立水木小学校 ひたちし みずき 小室　淳子 こむろ　じゅんこ 五 女

76 茨城県 特別支援学校 茨城県立水戸高等特別支援学校 いばらきけん みとこうとう 大森　充枝 おおもり　みつえ 五 女

77 茨城県 高等学校 茨城県立水戸工業高等学校 いばらきけん みとこうぎょう 山﨑　悟 やまざき　さとる 一 男

78 茨城県 小学校 古河市立古河第一小学校 こがし こがだいいち 稲葉　豊 いなば　ゆたか 五 男

79 茨城県 中学校 潮来市立日の出中学校 いたこし ひので 本宮　博美 もとみや　ひろみ 一 女

80 茨城県 中学校 小美玉市立美野里中学校 おみたまし みのり 柳澤　けい子 やなぎさわ　けいこ 三 女

81 茨城県 中学校 大洗町立南中学校 おおあらいまち みなみ 叶　智子 かのう　ともこ 三 女

82 茨城県 中学校 坂東市立猿島中学校 ばんどうし さしま 霜田　典子 しもだ　のりこ 一 女

83 栃木県 小学校 宇都宮市立岡本北小学校 うつのみやし おかもときた 小川　史子 おがわ　ふみこ 一 女

84 栃木県 小学校 鹿沼市立西小学校 かぬまし にし 斎藤　美江 さいとう　よしえ 六 女

85 栃木県 小学校 日光市立今市第三小学校 にっこうし いまいちだいさん 柴田　　肇 しばた　はじめ 二 男

86 栃木県 小学校 小山市立乙女小学校 おやまし おとめ 稲葉　宏子 いなば　ひろこ 一 女

87 栃木県 小学校 佐野市立下彦間小学校 さのし しもひこま 石島　敦子 いしじま　あつこ 一 女

88 栃木県 中学校 宇都宮市立陽西中学校 うつのみやし ようさい 大川　美子 おおかわ　よしこ 一 女

89 栃木県 中学校 上三川町立本郷中学校 かみのかわまち ほんごう 荒川　幸広 あらかわ　ゆきひろ 二 男

90 栃木県 中学校 益子町立益子中学校 ましこまち ましこ 小松﨑　正訓 こまつざき　まさくに 四 男

91 栃木県 中学校 壬生町立南犬飼中学校 みぶまち みなみいぬかい 田中　修 たなか　おさむ 四 男

92 栃木県 中学校 那須烏山市立烏山中学校 なすからすやまし からすやま 郡司　百合子 ぐんじ　ゆりこ 一 女

93 栃木県 中学校 那須塩原市立日新中学校 なすしおばらし にっしん 谷田部　幸子 やたべ　さちこ 五 女

94 栃木県 高等学校 栃木県立宇都宮工業高等学校 とちぎけん うつのみやこうぎょう 村上　英二 むらかみ　えいじ 七 男

95 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 大山　優 おおやま　ゆたか 六 男

96 栃木県 高等学校 栃木県立学悠館高等学校 とちぎけん がくゆうかん 阿部　治 あべ　おさむ 六 男

97 栃木県 高等学校 栃木県立茂木高等学校 とちぎけん もてぎ 片岡　広行 かたおか　ひろゆき 二 男

98 栃木県 高等学校 栃木県立高根沢高等学校 とちぎけん たかねざわ 内藤　育男 ないとう　いくお 一 男

99 栃木県 特別支援学校 栃木県立岡本特別支援学校 とちぎけん おかもと 篠﨑　貴美子 しのざき　きみこ 五 女

100 群馬県 小学校 前橋市立城東小学校 まえばしし じょうとう 阿久津　一 あくつ　はじめ 一 男

101 群馬県 中学校 渋川市立渋川北中学校 しぶかわし しぶかわきた 塩野　直子 しおの　なおこ 一 女

102 群馬県 小学校 大泉町立南小学校 おおいずみまち みなみ 横山　みどり よこやま　みどり 一 女

103 群馬県 小学校 高崎市立箕輪小学校 たかさきし みのわ 羽鳥　久美子 はとり　くみこ 二 女

104 群馬県 中学校 太田市立生品中学校 おおたし いくしな 大平　さつき おおひら　さつき 二 女

105 群馬県 特別支援学校 前橋市立養護学校 まえばしし ようご 　 原　宏美 おぎわら　ひろみ 三 女

106 群馬県 小学校 中之条町立中之条小学校 なかのじょうまち なかのじょう 中曽根　良雄 なかそね　よしお 五 男

107 群馬県 小学校 みなかみ町立新治小学校 みなかみまち にいはる 雲越　弥生 くもこし　やよい 五 女

108 群馬県 中学校 太田市立宝泉中学校 おおたし ほうせん 大谷　登志雄 おおや　としお 六 男

109 群馬県 小学校 榛東村立北小学校 しんとうむら きた 大塚　一彦 おおつか　かずひこ 六 男

110 群馬県 小学校 館林市立第四小学校 たてばやしし だいよん 新井　慎一 あらい　しんいち 七 男

※年齢については平成２５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　学校運営の改善」「七　その
他」を示している。
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111 群馬県 中学校 藤岡市立小野中学校 ふじおかし おの 土屋　邦夫 つちや　くにお 七 男

112 群馬県 小学校 富岡市立富岡小学校 とみおかし とみおか 久保　俊明 くぼ　としあき 七 男

113 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 新井　喜人 あらい　よしと 二 男

114 群馬県 高等学校 群馬県立伊勢崎興陽高等学校 ぐんまけん いせさきこうよう 森　英也 もり　ひでや 二 男

115 群馬県 高等学校 群馬県立渋川高等学校 ぐんまけん しぶかわ 髙橋　康 たかはし　やすし 二 男

116 群馬県 高等学校 群馬県立前橋南高等学校 ぐんまけん まえばしみなみ 大谷　幸一 おおたに　こういち 七 男

117 群馬県 高等学校 群馬県立伊勢崎商業高等学校 ぐんまけん いせさきしょうぎょう 和田　安弘 わだ　やすひろ 七 男

118 埼玉県 小学校 伊奈町立小室小学校 いなまち こむろ 野村　聡男 のむら　としお 一 男

119 埼玉県 小学校 上尾市立中央小学校 あげおし ちゅうおう 惠守　みどり えもり　みどり 一 女

120 埼玉県 小学校 新座市立池田小学校 にいざし いけだ 田中　寛子 たなか　ひろこ 一 女

121 埼玉県 小学校 戸田市立笹目東小学校 とだし ささめひがし 田野　正毅 たの　まさき 三 男

122 埼玉県 小学校 草加市立花栗南小学校 そうかし はなぐりみなみ 佐藤　勇 さとう　いさむ 三 男

123 埼玉県 小学校 川口市立上青木南小学校 かわぐちし かみあおきみなみ 小川　哲 おがわ　さとし 三 男

124 埼玉県 小学校 戸田市立新曽北小学校 とだし にいぞきた 小野　泰由 おの　やすゆき 一 男

125 埼玉県 小学校 入間市立西武小学校 いるまし せいぶ 佐藤　岳輝 さとう　たけてる 一 男

126 埼玉県 小学校 富士見市立勝瀬小学校 ふじみし かつせ 後藤　輝明 ごとう　てるあき 一 男

127 埼玉県 小学校 嵐山町立菅谷小学校 らんざんまち すがや 杉原　千春 すぎはら　ちはる 三 女

128 埼玉県 小学校 川越市立南古谷小学校 かわごえし みなみふるや 中島　晶子 なかじま　あきこ 一 女

129 埼玉県 小学校 川越市立新宿小学校 かわごえし あらじゅく 両角　知繁 もろずみ　ともしげ 一 男

130 埼玉県 小学校 ふじみ野市立東原小学校 ふじみのし ひがしはら 原田　康志 はらだ　やすし 七 男

131 埼玉県 小学校 鶴ヶ島市立長久保小学校 つるがしまし ながくぼ 平井　妙子 ひらい　たえこ 一 女

132 埼玉県 小学校 越生町立梅園小学校 おごせまち うめその 森山　卓 もりやま　たく 一 男

133 埼玉県 小学校 飯能市立加治小学校 はんのうし かじ 沼田　茂 ぬまた　しげる 五 男

134 埼玉県 小学校 熊谷市立大麻生小学校 くまがやし おおあそう 塩川　和之 しおかわ　かずゆき 一 男

135 埼玉県 小学校 秩父市立花の木小学校 ちちぶし はなのき 髙橋　千寿子 たかはし　ちずこ 一 女

136 埼玉県 小学校 上里町立長幡小学校 かみさとまち ながはた 福嶋　佳代 ふくしま　かよ 一 女

137 埼玉県 小学校 羽生市立羽生南小学校 はにゅうし はにゅうみなみ 田沼　正子 たぬま　まさこ 一 女

138 埼玉県 小学校 加須市立加須南小学校 かぞし かぞみなみ 山岸　清子 やまぎし　きよこ 一 女

139 埼玉県 小学校 羽生市立川俣小学校 はにゅうし かわまた 森田　恵子 もりた　けいこ 一 女

140 埼玉県 小学校 久喜市立久喜北小学校 くきし くききた 福田　直美 ふくだ　なおみ 一 女

141 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 岡田　明子 おかだ　めいこ 五 女

142 埼玉県 中学校 朝霞市立朝霞第四中学校 あさかし あさかだいよん 清水　一良 しみず　かずよし 七 男

143 埼玉県 中学校 桶川市立加納中学校 おけがわし かのう 吉田　由紀恵 よしだ　ゆきえ 一 女

144 埼玉県 中学校 草加市立瀬崎中学校 そうかし せざき 小野　陽子 おの　ようこ 七 女

145 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 岩品　修 いわしな　おさむ 五 男

146 埼玉県 中学校 長瀞町立長瀞中学校 ながとろまち ながとろ 佐々木　規枝 ささき　のりえ 三 女

147 埼玉県 中学校 吉川市立南中学校 よしかわし みなみ 中田　智巳 なかだ　さとみ 四 男

※年齢については平成２５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　学校運営の改善」「七　その
他」を示している。
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148 埼玉県 中学校 杉戸町立杉戸中学校 すぎとまち すぎと 西村　稔 にしむら　みのる 一 男

149 埼玉県 中学校 春日部市立大沼中学校 かすかべし おおぬま 松岡　光弘 まつおか　みつひろ 四 男

150 埼玉県 中学校 宮代町立百間中学校 みやしろまち もんま 田村　陽子 たむら　ようこ 一 女

151 埼玉県 高等学校 埼玉県立不動岡高等学校 さいたまけん ふどうおか 後藤　範子 ごとう　のりこ 一 女

152 埼玉県 高等学校 埼玉県立誠和福祉高等学校 さいたまけん せいわふくし 林　孝彦 はやし　たかひこ 七 男

153 埼玉県 高等学校 埼玉県立松山高等学校 さいたまけん まつやま 川田　雅之 かわた　まさゆき 四 男

154 埼玉県 高等学校 埼玉県立滑川総合高等学校 さいたまけん なめがわそうごう 田邉　洋子 たなべ　ようこ 二 女

155 埼玉県 高等学校 埼玉県立川口北高等学校 さいたまけん かわぐちきた 村上　茂 むらかみ　しげる 七 男

156 埼玉県 高等学校 埼玉県立常盤高等学校 さいたまけん ときわ 山﨑　章子 やまざき　あきこ 三 女

157 埼玉県 高等学校 埼玉県立熊谷商業高等学校 さいたまけん くまがやしょうぎょう 武藤　一成 むとう　かずなり 四 男

158 埼玉県 高等学校 埼玉県立和光国際高等学校 さいたまけん わこうこくさい 水村　裕 みずむら　ひろし 一 男

159 埼玉県 特別支援学校 埼玉県立蓮田特別支援学校 さいたまけん はすだ 堀野　慶子 ほりの　けいこ 三 女

160 埼玉県 特別支援学校
埼玉県立川島ひばりが丘特別支援学
校

さいたまけん かわじまひばりがおか 春木　豊 はるき　ゆたか 七 男

161 千葉県 中学校 習志野市立第一中学校 ならしのし だいいち 横平　佳子 よこひら　けいこ 四 女

162 千葉県 小学校 習志野市立屋敷小学校 ならしのし やしき 杉山　裕美子 すぎやま　ゆみこ 六 女

163 千葉県 中学校 船橋市大穴中学校 ふなばしし おおあな 藤井　武 ふじい　たけし 一 男

164 千葉県 小学校 八千代市立八千代台東小学校 やちよし やちよだいひがし 鈴木　玲子 すずき　れいこ 一 女

165 千葉県 中学校 船橋市立葛飾中学校 ふなばしし かつしか 久住　治子 くすみ　はるこ 一 女

166 千葉県 小学校 船橋市立船橋小学校 ふなばしし ふなばし 小林　絹枝 こばやし　きぬえ 六 女

167 千葉県 小学校 我孫子市立布佐南小学校 あびこし ふさみなみ 小又　寿子 こまた　ひさこ 五 女

168 千葉県 小学校 松戸市立大橋小学校 まつどし おおはし 波田　美穂 はだ　みほ 三 女

169 千葉県 小学校 流山市立鰭ヶ崎小学校 ながれやまし ひれがさき 小島　秀代 こじま　ひでよ 一 女

170 千葉県 中学校 野田市立南部中学校 のだし なんぶ 松﨑　秀昭 まつざき　ひであき 七 男

171 千葉県 小学校 柏市立柏第三小学校 かしわし かしわだいさん 妹尾  世里子 せのお  よりこ 一 女

172 千葉県 小学校 流山市立向小金小学校 ながれやまし むかいこがね 小原　隆一 こはら　りゅういち 五 男

173 千葉県 小学校 野田市立南部小学校 のだし なんぶ 古矢　美砂 ふるや　みさ 五 女

174 千葉県 中学校 我孫子市立布佐中学校 あびこし ふさ 坂田　一夫 さかた　かずお 二 男

175 千葉県 中学校 流山市立南流山中学校 ながれやまし みなみながれやま 南　暁男 みなみ　あきお 二 男

176 千葉県 小学校 我孫子市立我孫子第四小学校 あびこし あびこだいよん 熊田　久美 くまた　くみ 五 女

177 千葉県 中学校 香取市立小見川中学校 かとりし おみがわ 菅谷　成子 すがや　せいこ 三 女

178 千葉県 小学校 香取市立佐原小学校 かとりし さわら 玉井　弥生 たまい　やよい 一 女

179 千葉県 小学校 佐倉市立小竹小学校 さくらし おだけ 堀江　かの子 ほりえ　かのこ 三 女

180 千葉県 小学校 茂原市立豊田小学校 もばらし とよだ 平野　恭子 ひらの　きょうこ 一 女

181 千葉県 小学校 大多喜町立大多喜小学校 おおたきまち おおたき 市川　幸惠 いちかわ　ゆきえ 一 女

182 千葉県 小学校 市原市立姉崎小学校 いちはらし あねさき 積田　兆生 つみた　よしお 五 男

183 千葉県 小学校 君津市立周西小学校 きみつし すさい 石川　真奈美 いしかわ　まなみ 一 女

184 千葉県 中学校 木更津市立太田中学校 きさらづし おおだ 延平　久惠 のぶひら　ひさえ 三 女

※年齢については平成２５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　学校運営の改善」「七　その
他」を示している。
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185 千葉県 小学校 鴨川市立東条小学校 かもがわし とうじょう 谷　智恵 たに　ともえ 一 女

186 千葉県 高等学校 千葉県立八千代高等学校 ちばけん やちよ 柄　俊雄 つか　としお 二 男

187 千葉県 高等学校 千葉県立我孫子高等学校 ちばけん あびこ 小泉　治彦 こいずみ　はるひこ 一 男

188 千葉県 高等学校 千葉県立印旛明誠高等学校 ちばけん いんばめいせい 戸張　正樹 とばり　まさき 七 男

189 千葉県 高等学校 千葉県立富里高等学校 ちばけん とみさと 車　芳郎 くるま　よしろう 六 男

190 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 松本　守 まつもと　まもる 六 男

191 千葉県 高等学校 船橋市立船橋高等学校 ふなばしし ふなばし 稲葉　正充 いなば　まさみつ 二 男

192 千葉県 高等学校 千葉県立小金高等学校 ちばけん こがね 木村　正典 きむら　まさのり 一 男

193 千葉県 高等学校 千葉県立沼南高等学校 ちばけん しょうなん 坂巻　義男 さかまき　よしお 四 男

194 千葉県 高等学校 千葉県立幕張総合高等学校 ちばけん まくはりそうごう 佐藤　博 さとう　ひろし 四 男

195 千葉県 高等学校 千葉県立磯辺高等学校 ちばけん いそべ 岡田　正幸 おかだ　まさゆき 四 男

196 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 中嶋　尚 なかじま　ひさし 六 男

197 千葉県 高等学校 千葉県立長生高等学校 ちばけん ちょうせい 田 　浩明 たなべ　ひろあき 一 男

198 千葉県 特別支援学校 千葉県立桜が丘特別支援学校 ちばけん さくらがおか 長谷部　絹江 はせべ　きぬえ 三 女

199 千葉県 特別支援学校 千葉県立特別支援学校流山高等学園 ちばけん
ながれやまこうとうがくえ
ん

正岡　嗣啓 まさおか　つぐひろ 五 男

200 東京都 小学校 港区立青南小学校 みなとく せいなん 寺師　純子 てらし　じゅんこ 一 女

201 東京都 小学校 文京区立千駄木小学校 ぶんきょうく せんだぎ 原　梨絵 はら　りえ 一 女

202 東京都 小学校 台東区立金竜小学校 たいとうく きんりゅう 平　武志 たいら　たけし 三 男

203 東京都 小学校 江東区立明治小学校 こうとうく めいじ 服部　香穂里 はっとり　かおり 七 女

204 東京都 小学校 杉並区立杉並第一小学校 すぎなみく すぎなみだいいち 髙橋　明 たかはし　あきら 一 男

205 東京都 小学校 杉並区立東田小学校 すぎなみく ひがした 菅野　至 すがの　いたる 三 男

206 東京都 小学校 荒川区立汐入東小学校 あらかわく しおいりひがし 栗山　智子 くりやま　ともこ 一 女

207 東京都 小学校 八王子市立第五小学校 はちおうじし だいご 松丸　渉 まつまる　わたる 三 男

208 東京都 小学校 小平市立小平第六小学校 こだいらし こだいらだいろく 大藏　久美 おおくら　くみ 七 女

209 東京都 小学校 武蔵村山市立第九小学校 むさしむらやまし だいきゅう 篠原　有貴 しのはら　ゆき 二 女

210 東京都 中学校 文京区立第九中学校 ぶんきょうく だいく 田中　久美子 たなか　くみこ 一 女

211 東京都 中学校 世田谷区立桜丘中学校 せたがやく さくらがおか 三保谷　浩貴 みほや　ひろき 五 男

212 東京都 中学校 荒川区立原中学校 あらかわく はら 木下　陽子 きのした　ようこ 一 女

213 東京都 中学校 板橋区立赤塚第二中学校 いたばしく あかつかだいに 岡部　誠 おかべ　まこと 一 男

214 東京都 中学校 町田市立成瀬台中学校 まちだし なるせだい 藏口　暁美 くらぐち　あけみ 三 女

215 東京都 中学校 小金井市立小金井第一中学校 こがねいし こがねいだいいち 小野　定則 おの　さだのり 四 男

216 東京都 中学校 武蔵村山市立第五中学校 むさしむらやまし だいご 高橋　優子 たかはし　ゆうこ 一 女

217 東京都 中学校 羽村市立羽村第三中学校 はむらし はむらだいさん 鈴木　一利 すずき　かずとし 四 男

218 東京都 高等学校 東京都立練馬高等学校 とうきょうと ねりま 正木　成昭 まさき　なるあき 七 男

219 東京都 高等学校 東京都立晴海総合高等学校 とうきょうと はるみそうごう 中村　留美 なかむら　るみ 一 女

220 東京都 高等学校 東京都立保谷高等学校 とうきょうと ほうや 大月　正 おおつき　ただし 二 男

221 東京都 特別支援学校 東京都立葛飾ろう学校 とうきょうと かつしかろう 山江　直子 やまえ　なおこ 五 女

※年齢については平成２５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　学校運営の改善」「七　その
他」を示している。
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222 東京都 特別支援学校 東京都立羽村特別支援学校 とうきょうと はむら 鈴木　誠治 すずき　せいじ 五 男

223 神奈川県 小学校 横須賀市立船越小学校 よこすかし ふなこし 荒川　正敏 あらかわ　まさとし 一 男

224 神奈川県 小学校 鎌倉市立稲村ヶ崎小学校 かまくらし いなむらがさき 内海　幸代 うつみ　さちよ 一 女

225 神奈川県 小学校 藤沢市立小糸小学校 ふじさわし こいと 丸谷　英之 まるたに　ひでゆき 一 男

226 神奈川県 小学校 小田原市立山王小学校 おだわらし さんのう 堀田　亜衣 ほった　あい 一 女

227 神奈川県 小学校 秦野市立大根小学校 はだのし おおね 井上　美佐江 いのうえ　みさえ 一 女

228 神奈川県 小学校 大和市立緑野小学校 やまとし みどりの 松下　やすみ まつした　やすみ 一 女

229 神奈川県 小学校 伊勢原市立成瀬小学校 いせはらし なるせ 磯部　道枝 いそべ　みちえ 一 女

230 神奈川県 小学校 綾瀬市立早園小学校 あやせし そうえん 細井　美穂 ほそい　みほ 一 女

231 神奈川県 小学校 松田町立松田小学校 まつだまち まつだ 藤森　広一郎 ふじもり　こういちろう 一 男

232 神奈川県 中学校 横須賀市立大楠中学校 よこすかし おおぐす 星野　いすず ほしの いすず 一 女

233 神奈川県 中学校 鎌倉市立第一中学校 かまくらし だいいち 小日山　理香 こびやま　りか 一 女

234 神奈川県 中学校 平塚市立横内中学校 ひらつかし よこうち 根津　康弘 ねづ　やすひろ 一 男

235 神奈川県 中学校 藤沢市立大清水中学校 ふじさわし おおしみず 大島　昭彦 おおしま　あきひこ 一 男

236 神奈川県 中学校 海老名市立海西中学校 えびなし かいせい 清水　麻子 しみず　あさこ 一 女

237 神奈川県 高等学校 神奈川県立荏田高等学校 かながわけん えだ 嘉登　隆 かと　たかし 一 男

238 神奈川県 高等学校 神奈川県立磯子工業高等学校 かながわけん いそごこうぎょう 金子　太 かねこ　ふとし 一 男

239 神奈川県 高等学校 神奈川県立茅ケ崎西浜高等学校 かながわけん ちがさきにしはま 酒井　まゆみ さかい　まゆみ 一 女

240 神奈川県 高等学校 神奈川県立神奈川総合高等学校 かながわけん かながわそうごう 由井　史子 ゆい　ふみこ 一 女

241 神奈川県 高等学校 神奈川県立大和西高等学校 かながわけん やまとにし 荒川　憲行 あらかわ　のりゆき 一 男

242 神奈川県 高等学校 神奈川県立平塚湘風高等学校 かながわけん ひらつかしょうふう 大宮　美智枝 おおみや　みちえ 一 女

243 神奈川県 特別支援学校 神奈川県立岩戸養護学校 かながわけん いわとようご 猪又　博 いのまた　ひろし 一 男

244 新潟県 高等学校 新潟県立新津高等学校 にいがたけん にいつ 石塚　正宏 いしづか　まさひろ 二 男

245 新潟県 小学校 妙高市立新井北小学校 みょうこうし あらいきた 西條　敏一 にしじょう　としかず 一 男

246 新潟県 小学校 三条市立一ノ木戸小学校 さんじょうし いちのきど 山宮　尚 やまみや　たかし 一 男

247 新潟県 小学校 見附市立新潟小学校 みつけし にいがた 青木　信也 あおき　のぶや 一 男

248 新潟県 小学校 出雲崎町立出雲崎小学校 いずもざきまち いずもざき 中島　喜美子 なかじま　きみこ 一 女

249 新潟県 高等学校 新潟県立長岡向陵高等学校 にいがたけん ながおかこうりょう 浦壁　裕 うらかべ　ひろし 二 男

250 新潟県 小学校 柏崎市立比角小学校 かしわざきし ひすみ 戸田　泉 とだ　いずみ 五 女

251 新潟県 小学校 新発田市立猿橋小学校 しばたし さるはし 阿部　英幸 あべ　ひでゆき 一 男

252 新潟県 小学校 胎内市立中条小学校 たいないし なかじょう 池田　裕之 いけだ　ひろゆき 一 男

253 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 竹田　良秀 たけだ　よしひで 五 男

254 新潟県 高等学校 新潟県立高田高等学校 にいがたけん たかだ 羽豆　一秀 はず　かずひで 二 男

255 新潟県 特別支援学校 新潟県立江南高等特別支援学校 にいがたけん こうなんこうとう 齋藤　大輔 さいとう　だいすけ 五 男

256 新潟県 中等教育学校 新潟県立村上中等教育学校 にいがたけん むらかみ 渡邉　裕子 わたなべ　ゆうこ 七 女

257 新潟県 中学校 上越市立板倉中学校 じょうえつし いたくら 関澤　治 せきざわ　おさむ 四 男

258 新潟県 中等教育学校 新潟県立燕中等教育学校 にいがたけん つばめ 齊藤　恭広 さいとう　やすひろ 二 男

※年齢については平成２５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　学校運営の改善」「七　その
他」を示している。
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259 新潟県 中学校 小千谷市立小千谷中学校 おぢやし おぢや 風間　寛司 かざま　ひろし 一 男

260 新潟県 中学校 長岡市立北中学校 ながおかし きた 齋藤　真理 さいとう　まり 二 女

261 新潟県 中学校 佐渡市立羽茂中学校 さどし はもち 渡辺　信吾 わたなべ　しんご 一 男

262 富山県 小学校 南砺市立井波小学校 なんとし いなみ 澤田　尚代 さわだ　なおよ 一 女

263 富山県 高等学校 富山県立小矢部園芸高等学校 とやまけん おやべえんげい 島田　誠治 しまだ　せいじ 一 男

264 富山県 特別支援学校 富山県立富山高等支援学校 とやまけん とやまこうとう 関口　利浩 せきぐち　としひろ 五 男

265 富山県 特別支援学校 富山県立高岡高等支援学校 とやまけん たかおかこうとう 片山　浩美 かたやま　ひろみ 五 女

266 富山県 特別支援学校 富山県立高志支援学校 とやまけん こし 鵜野　茂子 うの　しげこ 五 女

267 富山県 小学校 黒部市立宇奈月小学校 くろべし うなづき 中　佳美 なか　よしみ 一 女

268 富山県 小学校 射水市立大島小学校 いみずし おおしま 高畠　佳江 たかばたけ　よしえ 五 女

269 富山県 小学校 魚津市立住吉小学校 うおづし すみよし 印田　幸代 いんでん　さちよ 五 女

270 富山県 高等学校 富山県立水橋高等学校 とやまけん みずはし 水野　浩 みずの　ひろし 四 男

271 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 西村　伊都子 にしむら　いつこ 三 女

272 石川県 小学校 加賀市立動橋小学校 かがし いぶりはし 野田　美由紀　 のだ　みゆき 一 女

273 石川県 小学校 金沢市立扇台小学校 かなざわし おうぎだい 室井　登美子 むろい　とみこ 一 女

274 石川県 小学校 羽咋市立羽咋小学校 はくいし はくい 岩岸　鋭二 いわぎし　えいじ 六 男

275 石川県 小学校 穴水町立向洋小学校 あなみずまち こうよう 屋敷　恵　 やしき　めぐみ 六 女

276 石川県 小学校 輪島市立門前東小学校 わじまし もんぜんひがし 柿本　二美代 かきもと　ふみよ 一 女

277 石川県 中学校 かほく市立高松中学校 かほくし たかまつ 森田　直子 もりた　なおこ 一 女

278 石川県 中学校 珠洲市立宝立中学校 すずし ほうりゅう 時兼　秀充　 ときかね 　ひでみつ 六 男

279 石川県 高等学校 石川県立小松明峰高等学校 いしかわけん こまつめいほう 赤尾　博文 あかお　ひろふみ 一 男

280 石川県 高等学校 石川県立金沢泉丘高等学校 いしかわけん かなざわいずみがおか 濱本　信一 はまもと　しんいち 六 男

281 石川県 高等学校 石川県立羽咋高等学校 いしかわけん はくい 江上　雅宏 えがみ　まさひろ 一 男

282 福井県 中学校 敦賀市立気比中学校 つるがし けひ 江戸　義直 えと　よしなお 一 男

283 福井県 高等学校 福井県立若狭高等学校 ふくいけん わかさ 北村　徹 きたむら　とおる 一 男

284 福井県 小学校 坂井市立春江西小学校 さかいし はるえにし 小林　千春 こばやし　ちはる 一 女

285 福井県 特別支援学校 福井県立南越特別支援学校 ふくいけん なんえつ 米澤　礼子 よねざわ　れいこ 五 女

286 福井県 中学校 福井市進明中学校 ふくいし しんめい 宇野　秀夫 うの　ひでお 一 男

287 福井県 小学校 勝山市立成器南小学校 かつやまし せいきみなみ 嶋田　幸千代 しまだ　さちよ 一 女

288 福井県 高等学校 福井県立高志高等学校 ふくいけん こし 中村　芳徳 なかむら　よしのり 一 男

289 福井県 中学校 越前町立朝日中学校 えちぜんちょう あさひ 山野　裕子 やまの　ひろこ 一 女

290 山梨県 高等学校 山梨県立韮崎工業高等学校 やまなしけん にらさきこうぎょう 文田　敏郎 ふみた　としろう 四 男

291 山梨県 高等学校 山梨県立日川高等学校 やまなしけん ひかわ 池谷　公雄 いけや　きみお 四 男

292 山梨県 小学校 南アルプス市立白根百田小学校 みなみあるぷすし しらねひゃくた 内藤　大輔 ないとう　だいすけ 七 男

293 山梨県 小学校 笛吹市立御坂東小学校 ふえふきし みさかひがし 望月　浩美 もちづき　ひろみ 三 女

294 山梨県 中学校 甲州市立塩山中学校 こうしゅうし えんざん 平山　剛 ひらやま　つよし 四 男

295 山梨県 中学校 山中湖村立山中湖中学校 やまなかこむら やまなかこ 小塚　純 こづか　じゅん 四 男

※年齢については平成２５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　学校運営の改善」「七　その
他」を示している。
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296 山梨県 中学校 上野原市立上野原西中学校 うえのはらし うえのはらにし 関戸　信 せきど　しん 一 男

297 山梨県 小学校 甲州市立奥野田小学校 こうしゅうし おくのた 中村　裕司 なかむら　ゆうじ 一 男

298 長野県 小学校 小諸市立坂の上小学校 こもろし さかのうえ 井澤　昭 いさわ　あきら 一 男

299 長野県 小学校 箕輪町立箕輪中部小学校 みのわまち みのわちゅうぶ 田中　早苗 たなか　さなえ 七 女

300 長野県 小学校 木曽町立日義小学校 きそまち ひよし 池田　信三 いけだ　しんぞう 六 男

301 長野県 小学校 塩尻市立広丘小学校 しおじりし ひろおか 小松　葉子 こまつ　ようこ 六 女

302 長野県 小学校 池田町立池田小学校 いけだまち いけだ 太田　久博 おおた　ひさひろ 七 男

303 長野県 小学校 松本市立源池小学校 まつもとし げんち 堀内　勝 ほりうち　まさる 七 男

304 長野県 小学校 千曲市立戸倉小学校 ちくまし とぐら 栁澤　一也 やなぎさわ　かずや 二 男

305 長野県 小学校 木島平村立木島平小学校 きじまだいらむら きじまだいら 丸山　美加子 まるやま　みかこ 七 女

306 長野県 小学校 長野市立鍋屋田小学校 ながのし なべやた 石井　順子 いしい　じゅんこ 五 女

307 長野県 中学校 上田市立第三中学校 うえだし だいさん 齊間　香里 さいま　かおり 四 女

308 長野県 中学校 飯田市立旭ヶ丘中学校 いいだし あさひがおか 伊藤　美佐子 いとう　みさこ 二 女

309 長野県 中学校 安曇野市立穂高東中学校 あづみのし ほたかひがし 等々力　章 とどりき　あきら 二 男

310 長野県 中学校 飯山市立城北中学校 いいやまし じょうほく 日台　邦治 ひだい　くにはる 一 男

311 長野県 高等学校 長野県長野西高等学校 ながのけん ながのにし 小林　範子 こばやし　のりこ 四 女

312 長野県 高等学校 長野県松本県ヶ丘高等学校 ながのけん まつもとあがたがおか 巣山　尚人 すやま　なおと 四 男

313 長野県 高等学校 長野県飯田ＯＩＤＥ長姫高等学校 ながのけん
いいだおーあいでぃー
いーおさひめ

有賀　浩 あるが　ひろし 一 男

314 長野県 高等学校 長野県飯田風越高等学校 ながのけん いいだふうえつ 広瀬　邦仁 ひろせ　くにひと 四 男

315 長野県 特別支援学校 須坂市立須坂支援学校 すざかし すざか 永井　美樹 ながい　みき 五 女

316 長野県 特別支援学校 長野県伊那養護学校 ながのけん いなようご 常盤　浩 ときわ　ひろし 五 男

317 岐阜県 小学校 岐阜市立岐阜小学校 ぎふし ぎふ 鬼頭　利成 きとう　としなり 六 男

318 岐阜県 小学校 瑞穂市立南小学校 みずほし みなみ 溝口　尚美 みぞぐち　なおみ 三 女

319 岐阜県 中学校 羽島市立中島中学校 はしまし なかしま 石原　美和 いしはら　みわ 一 女

320 岐阜県 中学校 本巣市立真正中学校 もとすし しんせい 山口　真理子 やまぐち　まりこ 一 女

321 岐阜県 小学校 安八町立結小学校 あんぱちちょう むすぶ 山中　好美 やまなか　よしみ 一 女

322 岐阜県 中学校 郡上市立八幡中学校 ぐじょうし はちまん 赤尾　正道 あかお　まさみち 一 男

323 岐阜県 小学校 美濃加茂市立太田小学校 みのかもし おおた 板津　弘文 いたづ　ひろふみ 一 男

324 岐阜県 中学校 美濃加茂市立西中学校 みのかもし にし 松田　義彦 まつだ　よしひこ 二 男

325 岐阜県 小学校 恵那市立大井小学校 えなし おおい 可知　徳仁 かち　のりひと 五 男

326 岐阜県 中学校 多治見市立北陵中学校 たじみし ほくりょう 若尾　和生 わかお　かずお 二 男

327 岐阜県 中学校 瑞浪市立瑞浪中学校 みずなみし みずなみ 宮向井　俊 みやむかい　しゅん 六 男

328 岐阜県 小学校 高山市立北小学校 たかやまし きた 石腰　博昭 いしこし　ひろあき 一 男

329 岐阜県 中学校 飛騨市立古川中学校 ひだし ふるかわ 愛知　慶介 あいち　けいすけ 一 男

330 岐阜県 高等学校 岐阜県立岐阜高等学校 ぎふけん ぎふ 高木　雅紀 たかぎ　まさき 四 男

331 岐阜県 高等学校 岐阜県立岐阜農林高等学校 ぎふけん ぎふのうりん 三輪　嘉文 みわ　よしふみ 七 男

332 岐阜県 高等学校 岐阜県立岐阜工業高等学校 ぎふけん ぎふこうぎょう 柴田　祐一 しばた　ゆういち 四 男

※年齢については平成２５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　学校運営の改善」「七　その
他」を示している。
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333 岐阜県 高等学校 岐阜県立海津明誠高等学校 ぎふけん かいづめいせい 奥田　昌興 おくだ　まさおき 四 男

334 岐阜県 高等学校 岐阜県立益田清風高等学校 ぎふけん ましたせいふう 中村　浩一 なかむら　こういち 一 男

335 岐阜県 特別支援学校 岐阜県立岐阜盲学校 ぎふけん ぎふもう 山田　秀代 やまだ　ひでよ 五 女

336 静岡県 高等学校 静岡県立伊豆総合高等学校 しずおかけん いずそうごう 土屋　俊彦 つちや　としひこ 七 男

337 静岡県 高等学校 静岡県立沼津商業高等学校 しずおかけん ぬまづしょうぎょう 高嶋　政和 たかしま　まさかず 二 男

338 静岡県 高等学校 静岡県立静岡中央高等学校 しずおかけん しずおかちゅうおう 山本　真義 やまもと　まさよし 六 男

339 静岡県 高等学校 静岡県立浜松南高等学校 しずおかけん はままつみなみ 藤井　滋子 ふじい　しげこ 二 女

340 静岡県 高等学校 静岡県立磐田農業高等学校 しずおかけん いわたのうぎょう 森　健司 もり　けんじ 一 男

341 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 石井　紀子 いしい　のりこ 三 女

342 静岡県 特別支援学校 静岡県立浜松視覚特別支援学校 しずおかけん はままつしかく 鈴木　道子 すずき　みちこ 五 女

343 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 赤堀　玲子 あかほり　れいこ 五 女

344 静岡県 中学校 小山町立小山中学校 おやまちょう おやま 稲葉　啓一郎 いなば　けいいちろう 七 男

345 静岡県 中学校 伊東市立南中学校 いとうし みなみ 石井　聡 いしい　さとし 一 男

346 静岡県 小学校 富士市立富士川第二小学校 ふじし ふじかわだいに 鈴木　美智代 すずき　みちよ 一 女

347 静岡県 小学校 御殿場市立御殿場小学校 ごてんばし ごてんば 松井　剛 まつい　つよし 六 男

348 静岡県 小学校 沼津市立第四小学校 ぬまづし だいよん 肥田　裕美 ひだ　ひろみ 一 女

349 静岡県 小学校 三島市立山田小学校 みしまし やまだ 松井　純子 まつい　じゅんこ 五 女

350 静岡県 幼稚園 伊豆市立土肥こども園 いずし といこどもえん 井上　真咲美 いのうえ　まさみ 七 女

351 静岡県 小学校 袋井市立笠原小学校 ふくろいし かさはら 飯田　智子 いいだ　ともこ 七 女

352 静岡県 中学校 磐田市立豊田南中学校 いわたし とよだみなみ 山﨑　佐知子 やまざき　さちこ 一 女

353 静岡県 小学校 島田市立初倉南小学校 しまだし はつくらみなみ 山口　泰弘 やまぐち　やすひろ 一 男

354 静岡県 小学校 湖西市立白須賀小学校 こさいし しらすか 黒栁　孝江 くろやなぎ　たかえ 一 女

355 静岡県 小学校 掛川市立西山口小学校 かけがわし にしやまぐち 永井　和典 ながい　かずのり 七 男

356 静岡県 中学校 牧之原市立相良中学校 まきのはらし さがら 横井　嘉治 よこい　よしはる 一 男

357 愛知県 小学校 一宮市立葉栗小学校 いちのみやし はぐり 山内  良仁 やまうち　よしひと 一 男

358 愛知県 小学校 犬山市立城東小学校 いぬやまし じょうとう 若原　公代 わかはら　きみよ 一 女

359 愛知県 小学校 小牧市立大城小学校 こまきし おおしろ 武田　加代子 たけだ　かよこ 一 女

360 愛知県 小学校 津島市立蛭間小学校 つしまし ひるま 大野　正親 おおの　まさちか 六 男

361 愛知県 中学校 稲沢市立明治中学校 いなざわし めいじ 舟越  義和 ふなこし　よしかず 五 男

362 愛知県 中学校 春日井市立石尾台中学校 かすがいし いしおだい 𡈽方　和美 ひじかた　かずみ 四 女

363 愛知県 中学校 豊明市立豊明中学校 とよあけし とよあけ 𢎭　信明 ゆはず　のぶあき 一 男

364 愛知県 高等学校 愛知県立鳴海高等学校 あいちけん なるみ 中澤 高志 なかざわ　たかし 七 男

365 愛知県 高等学校 愛知県立天白高等学校 あいちけん てんぱく 丸井　伸一 まるい　しんいち 一 男

366 愛知県 高等学校 愛知県立一宮西高等学校 あいちけん いちのみやにし 松岡　利幸 まつおか　としゆき 二 男

367 愛知県 小学校 瀬戸市立效範小学校 せとし こうはん 森　理恵 もり　りえ 七 女

368 愛知県 小学校 豊山町立豊山小学校 とよやまちょう とよやま 岡島　映子 おかじま　えいこ 三 女

369 愛知県 小学校 あま市立甚目寺小学校 あまし じもくじ 侘美　茂 たくみ　しげる 一 男
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370 愛知県 小学校 大治町立大治小学校 おおはるちょう おおはる よしだ　なおみ 一 女

371 愛知県 中学校 津島市立藤浪中学校 つしまし ふじなみ 加藤　剛太 かとう　ごうた 一 男

372 愛知県 中学校 南知多町立日間賀中学校 みなみちたちょう ひまか 竹内　稔博 たけうち　としひろ 七 男

373 愛知県 中学校 岡崎市立矢作中学校 おかざきし やはぎ 壁谷　隆臣　 かべや　たかひろ 二 男

374 愛知県 中学校 刈谷市立朝日中学校 かりやし あさひ 石川　隆一 いしかわ　りゅういち 六 男

375 愛知県 高等学校 愛知県立佐屋高等学校 あいちけん さや 亀嶋　浩之 かめしま　ひろゆき 一 男

376 愛知県 高等学校 愛知県立大府高等学校 あいちけん おおぶ 菊川　恵 きくかわ　めぐみ 一 女

377 愛知県 高等学校 愛知県立安城高等学校 あいちけん あんじょう 三浦　徳子 みうら　のりこ 一 女

378 愛知県 小学校 阿久比町立東部小学校 あぐいちょう とうぶ 市江　真理子 いちえ　まりこ 一 女

379 愛知県 小学校 美浜町立野間小学校 みはまちょう のま 鈴木　規子 すずき　のりこ 五 女

380 愛知県 小学校 安城市立安城東部小学校 あんじょうし あんじょうとうぶ 小林　良博 こばやし　よしひろ 七 男

381 愛知県 小学校 岡崎市立連尺小学校 おかざきし れんじゃく 小田　幸子 おだ　さちこ 一 女

382 愛知県 中学校 刈谷市立朝日中学校 かりやし あさひ 新川　宏美 しんかわ　ひろみ 三 女

383 愛知県 中学校 豊田市立高岡中学校 とよたし たかおか 緒方　秀充 おがた　ひでみつ 一 男

384 愛知県 中学校 豊田市立猿投中学校 とよたし さなげ 杉山　和弘　 すぎやま　かずひろ 一 男

385 愛知県 高等学校 愛知県立鶴城丘高等学校 あいちけん かくじょうがおか 鶴田　毅 つるた　つよし 六 男

386 愛知県 高等学校 愛知県立一色高等学校 あいちけん いっしき 稲垣　昭雄 いながき　あきお 一 男

387 愛知県 高等学校 愛知県立豊橋東高等学校 あいちけん とよはしひがし 西田　知司 にしだ　さとし 七 男

388 愛知県 高等学校 愛知県立名古屋西高等学校 あいちけん なごやにし 日比野　佳弘 ひびの　よしひろ 六 男

389 愛知県 小学校 豊田市立土橋小学校 とよたし つちはし 佐藤　正一 さとう　まさかず 七 男

390 愛知県 小学校 西尾市立室場小学校 にしおし むろば 黒野　嘉津也 くろの　かずや 一 男

391 愛知県 小学校 蒲郡市立蒲郡北部小学校 がまごおりし がまごおりほくぶ 宮下　邦子 みやした　くにこ 七 女

392 愛知県 小学校 豊川市立天王小学校 とよかわし てんのう 小林　和弘 こばやし　かずひろ 一 男

393 愛知県 中学校 みよし市立三好丘中学校 みよしし みよしがおか 岡本　信一郎 おかもと　しんいちろう 一 男

394 愛知県 中学校 豊橋市立東陽中学校 とよはしし とうよう 加藤　友治 かとう　ゆうじ 一 男

395 愛知県 中学校 新城市立千郷中学校 しんしろし ちさと 神谷　勝則 かみや　かつのり 三 男

396 愛知県 特別支援学校 愛知県立岡崎聾学校 あいちけん おかざきろう 成瀬　通彦 なるせ　みちひこ 四 男

397 愛知県 特別支援学校 愛知県立春日井高等養護学校 あいちけん かすがいこうとうようご 橋部　和典 はしべ　かずのり 五 男

398 愛知県 特別支援学校 愛知県立一宮養護学校 あいちけん いちのみやようご 山口　美香 やまぐち　みか 五 女

399 三重県 小学校 四日市市立大谷台小学校 よっかいちし おおたにだい 倉田　浩子 くらた　ひろこ 一 女

400 三重県 中学校 津市立東観中学校 つし とうかん 奥山　真司 おくやま　しんじ 三 男

401 三重県 中学校 四日市市立山手中学校 よっかいちし やまて 山下　英樹 やました　ひでき 一 男

402 三重県 特別支援学校 三重県立聾学校 みえけん ろう 藤谷　弘晃 ふじたに　ひろあき 五 男

403 三重県 高等学校 三重県立神戸高等学校 みえけん かんべ 濵北　拙子 はまきた　せつこ 三 女

404 三重県 高等学校 三重県立松阪高等学校 みえけん まつさか 岡松　和幸 おかまつ　かずゆき 七 男

405 三重県 高等学校 三重県立津工業高等学校 みえけん つこうぎょう 中世古　和久 なかせこ　かずひさ 一 男

406 滋賀県 幼稚園 大津市立志賀幼稚園 おおつし しが 矢守　美子 やもり　よしこ 六 女
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407 滋賀県 中学校 彦根市立南中学校 ひこねし みなみ 北川　句子 きたがわ　じゅんこ 六 女

408 滋賀県 中学校 長浜市立東中学校 ながはまし ひがし 奈須　秀和 なす　ひでかず 二 男

409 滋賀県 中学校 近江八幡市立八幡中学校 おうみはちまんし はちまん 森　茂次 もり　しげつぐ 六 男

410 滋賀県 中学校 守山市立守山中学校 もりやまし もりやま 小野田　祐美子 おのだ　ゆみこ 六 女

411 滋賀県 小学校 東近江市立八日市西小学校 ひがしおうみし ようかいちにし 神田　仁美 かんだ　ひとみ 三 女

412 滋賀県 中学校 米原市立大東中学校 まいばらし だいとう 江﨑　仁美 えざき　ひとみ 三 女

413 滋賀県 小学校 竜王町立竜王西小学校 りゅうおうちょう りゅうおうにし 武久　雅則 たけひさ　まさのり 一 男

414 滋賀県 中学校 大津市立瀬田北中学校 おおつし せたきた 上林　眞人 かんばやし　まさと 七 男

415 滋賀県 小学校 長浜市立長浜小学校 ながはまし ながはま 成田　健 なりた　たけし 七 男

416 滋賀県 小学校 大津市立晴嵐小学校 おおつし せいらん 浜瀬　満代 はませ　みちよ 七 女

417 滋賀県 高等学校 滋賀県立水口高等学校 しがけん みなくち 中西　泰弘 なかにし　やすひろ 四 男

418 滋賀県 高等学校 滋賀県立野洲高等学校 しがけん やす 山本　佳司 やまもと　けいじ 四 男

419 京都府 小学校 向日市立向陽小学校 むこうし こうよう 滝本　智子 たきもと　さとこ 一 女

420 京都府 小学校 八幡市立中央小学校 やわたし ちゅうおう 井上　篤史 いのうえ　あつし 二 男

421 京都府 中学校 相楽東部広域連合立和束中学校
そうらくとうぶこういき
れんごう

わづか 中川　浩 なかがわ　ひろし 一 男

422 京都府 小学校 亀岡市立安詳小学校 かめおかし あんしょう 笹原　喜代子 ささはら　きよこ 三 女

423 京都府 中学校 綾部市立豊里中学校 あやべし とよさと 山田　幸樹 やまだ　こうき 七 男

424 京都府 中学校 福知山市立桃映中学校 ふくちやまし とうえい 藤井　貴文 ふじい　たかふみ 七 男

425 京都府 中学校 与謝野町立江陽中学校 よさのちょう こうよう 中村　さつき なかむら　さつき 三 女

426 京都府 高等学校 京都府立京都八幡高等学校 きょうとふ きょうとやわた 山口　修一 やまぐち　しゅういち 七 男

427 京都府 高等学校 京都府立宮津高等学校 きょうとふ みやづ 武智　克彦 たけち　かつひこ 一 男

428 京都府 高等学校 京都府立峰山高等学校 きょうとふ みねやま 島田　康史 しまだ　やすし 一 男

429 京都府 特別支援学校 京都府立城陽支援学校 きょうとふ じょうよう 山﨑　雅美 やまざき　まさみ 五 女

430 京都府 特別支援学校 京都府立舞鶴支援学校 きょうとふ まいづる 高木　智美 たかぎ　さとみ 三 女

431 大阪府 高等学校 大阪府立天王寺高等学校 おおさかふ てんのうじ 髙江洲　良昌 たかえす　よしまさ 七 男

432 大阪府 高等学校 大阪府立久米田高等学校 おおさかふ くめだ 亀田　雅人 かめだ　まさと 一 男

433 大阪府 高等学校 大阪府立八尾北高等学校 おおさかふ やおきた 笠井　博 かさい　ひろし 二 男

434 大阪府 高等学校 大阪府立藤井寺工科高等学校 おおさかふ ふじいでらこうか 雑賀　文彦 さいか　ふみひこ 二 男

435 大阪府 高等学校 大阪府立大手前高等学校 おおさかふ おおてまえ 宮城　憲博 みやぎ　のりひろ 七 男

436 大阪府 高等学校 大阪府立槻の木高等学校 おおさかふ つきのき 奥本　雅俊 おくもと　まさとし 一 男

437 大阪府 高等学校 大阪府立牧野高等学校 おおさかふ まきの 稲田　悦子 いなだ　えつこ 一 女

438 大阪府 高等学校 大阪府立桃谷高等学校 おおさかふ ももだに 角野　詔子 かくの　のりこ 三 女

439 大阪府 中学校 貝塚市立第三中学校 かいづかし だいさん 坂中　達 さかなか　とおる 二 男

440 大阪府 中学校 高槻市立冠中学校 たかつきし かんむり 平井　新一郎 ひらい　しんいちろう 七 男

441 大阪府 中学校 高槻市立芝谷中学校 たかつきし しばたに 樋口　正洋 ひぐち　まさひろ 四 男

442 大阪府 小学校 枚方市立津田南小学校 ひらかたし つだみなみ 田中　由香 たなか　ゆか 六 女

443 大阪府 小学校 寝屋川市立東小学校 ねやがわし ひがし 山中　明美 やまなか　あけみ 一 女

※年齢については平成２５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　学校運営の改善」「七　その
他」を示している。
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444 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 川﨑　佐知子 かわさき　さちこ 七 女

445 大阪府 高等学校 大阪府立交野高等学校 おおさかふ かたの 小倉　剛 おぐら　たけし 六 男

446 大阪府 高等学校 大阪府立生野高等学校 おおさかふ いくの 野口　清隆 のぐち　きよたか 一 男

447 大阪府 中学校 貝塚市立第四中学校 かいづかし だいよん 平嶋　千里 ひらしま　ちさと 二 女

448 大阪府 小学校 河内長野市立石仏小学校 かわちながのし いしぼとけ 川崎　幸子 かわさき　さちこ 一 女

449 大阪府 高等学校 大阪府立北かわち皐が丘高等学校 おおさかふ きたかわちさつきがおか 鶴岡　重雄 つるおか　しげお 二 男

450 大阪府 高等学校 大阪府立生野高等学校 おおさかふ いくの 藤川　孝志 ふじかわ　たかし 二 男

451 大阪府 高等学校 大阪府立東淀川高等学校 おおさかふ ひがしよどがわ 田邊　真己 たなべ　まき 二 女

452 大阪府 中学校 四條畷市立四條畷中学校 しじょうなわてし しじょうなわて 大利　大 おおり　だい 六 男

453 大阪府 中学校 能勢町立西中学校 のせちょう にし 川本　重樹 かわもと　しげき 四 男

454 兵庫県 小学校 篠山市立味間小学校 ささやまし あじま 小谷　茂之 こたに　しげゆき 六 男

455 兵庫県 高等学校 兵庫県立兵庫工業高等学校 ひょうごけん ひょうごこうぎょう よしい　やすひと 二 男

456 兵庫県 高等学校 兵庫県立錦城高等学校 ひょうごけん きんじょう 上井　昌好 うえい　まさよし 一 男

457 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 櫻木　千恵 さくらぎ　ちえ 六 女

458 兵庫県 高等学校 兵庫県立伊丹北高等学校 ひょうごけん いたみきた 谷口 　暢謙 たにぐち　のぶかた 七 男

459 兵庫県 中学校 尼崎市立成良中学校 あまがさきし せいりょう 中岡　禎雄 なかおか　さだお 一 男

460 兵庫県 高等学校 兵庫県立須磨東高等学校 ひょうごけん すまひがし 三原　慎吾 みはら　しんご 一 男

461 兵庫県 特別支援学校 兵庫県立豊岡聴覚特別支援学校 ひょうごけん とよおかちょうかく 長谷川　琴美 はせがわ　ことみ 五 女

462 兵庫県 小学校 芦屋市立宮川小学校 あしやし みやがわ 秋山　道広 あきやま　みちひろ 一 男

463 兵庫県 小学校 明石市立清水小学校 あかしし しみず 河合　健次 かわい　けんじ 七 男

464 兵庫県 小学校 赤穂市立塩屋小学校 あこうし しおや 河本　学 こうもと　まなぶ 七 男

465 兵庫県 高等学校 兵庫県立篠山産業高等学校丹南校 ひょうごけん
ささやまさんぎょうたんな
んこう

田井　彰人 たい　あきと 七 男

466 兵庫県 小学校 篠山市立城東小学校 ささやまし じょうとう 依田　善裕 よだ　よしひろ 五 男

467 兵庫県 高等学校 兵庫県立八鹿高等学校 ひょうごけん ようか 西谷　秀樹 にしたに　ひでき 四 男

468 兵庫県 高等学校 兵庫県立西脇北高等学校 ひょうごけん にしわききた 久保　敬 くぼ　たかし 四 男

469 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 切原　幸治 きりはら　ゆきじ 四 男

470 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 藤﨑　敦 ふじさき　あつし 四 男

471 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 生頼　俊秀 おうらい　としひで 四 男

472 兵庫県 高等学校 兵庫県立姫路商業高等学校 ひょうごけん ひめじしょうぎょう 野田　和久 のだ　かずひさ 四 男

473 兵庫県 高等学校 兵庫県立小野高等学校 ひょうごけん おの 大江　真理 おおえ　しんり 四 男

474 兵庫県 高等学校 兵庫県立加古川東高等学校 ひょうごけん かこがわひがし 川勝　和哉 かわかつ　かずや 四 男

475 兵庫県 高等学校 兵庫県立香寺高等学校 ひょうごけん こうでら 中西　睦子 なかにし　むつこ 四 女

476 兵庫県 高等学校 兵庫県立宝塚北高等学校 ひょうごけん たからづかきた 山根　桂子 やまね　けいこ 四 女

477 兵庫県 高等学校 兵庫県立姫路商業高等学校 ひょうごけん ひめじしょうぎょう 高松　信之 たかまつ　のぶゆき 四 男

478 兵庫県 高等学校 兵庫県立兵庫工業高等学校 ひょうごけん ひょうごこうぎょう 橋本　敏男 はしもと　としお 四 男

479 兵庫県 高等学校 兵庫県立飾磨工業高等学校 ひょうごけん しかまこうぎょう 堀内　大司 ほりうち　まさし 四 男

480 兵庫県 高等学校 兵庫県立三木北高等学校 ひょうごけん みききた 平島　徹 ひらしま　とおる 四 男

※年齢については平成２５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　学校運営の改善」「七　その
他」を示している。
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481 兵庫県 高等学校 兵庫県立東灘高等学校 ひょうごけん ひがしなだ 坂井　啓太郎 さかい　けいたろう 四 男

482 兵庫県 高等学校 兵庫県立大学附属高等学校 ひょうごけん だいがくふぞく 田村　統 たむら　おさむ 四 男

483 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 池田　優 いけだ　まさる 四 男

484 兵庫県 高等学校 兵庫県立洲本高等学校 ひょうごけん すもと にしやま　しんじ 四 男

485 兵庫県 高等学校 兵庫県立氷上高等学校 ひょうごけん ひかみ 川釣　修嗣 かわつり　しゅうじ 四 男

486 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 大楠　扶美男 おおくす　ふみお 四 男

487 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 徳永　里恵子 とくなが　りえこ 四 女

488 奈良県 小学校 奈良市立飛鳥小学校 ならし あすか 松浦　慎 まつうら　しん 一 男

489 奈良県 小学校 香芝市立三和小学校 かしばし みつわ 丹下　博幸 たんげ　ひろゆき 七 男

490 奈良県 小学校 桜井市立桜井南小学校 さくらいし さくらいみなみ 大矢根　祐子 おおやね　ゆうこ 一 女

491 奈良県 小学校 五條市立阪合部小学校 ごじょうし さかあいべ 蓮尾　雅人 はすお　まさと 七 男

492 奈良県 中学校 橿原市立光陽中学校 かしはらし こうよう 岡田　守弘 おかだ　もりひろ 二 男

493 奈良県 小学校 宇陀市立榛原小学校 うだし はいばら 岩垣　和徳 いわがき　かずのり 三 男

494 奈良県 中学校 五條市立五條東中学校 ごじょうし ごじょうひがし 楳原　敏男 うめはら　としお 二 男

495 奈良県 高等学校 奈良県立御所実業高等学校 ならけん ごせじつぎょう 竹田　寛行 たけだ　ひろゆき 四 男

496 奈良県 高等学校 奈良県立青翔高等学校 ならけん せいしょう 木南　俊亮 きなみ　としあき 七 男

497 奈良県 中学校 奈良市立富雄中学校 ならし とみお 渡邊　静夫 わたなべ　しずお 七 男

498 奈良県 高等学校 奈良県立法隆寺国際高等学校 ならけん ほうりゅうじこくさい 加藤　宗弘 かとう　むねひろ 一 男

499 和歌山県 小学校 九度山町立九度山小学校 くどやまちょう くどやま 井端　共子 いばた　ともこ 一 女

500 和歌山県 中学校 和歌山市立貴志中学校 わかやまし きし 三浦　淑美 みうら　としみ 一 女

501 和歌山県 中学校 由良町立由良中学校 ゆらちょう ゆら 向井　裕美 むかい　ひろみ 一 女

502 和歌山県 中学校 和歌山市立東和中学校 わかやまし とうわ 山本　茂子 やまもと　しげこ 一 女

503 和歌山県 中学校 日高川町立丹生中学校 ひだかがわちょう にゅう 松本　知子 まつもと　ともこ 三 女

504 和歌山県 中学校 田辺市立明洋中学校 たなべし めいよう 工藤　英樹 くどう　ひでき 四 男

505 和歌山県 特別支援学校 和歌山県立紀伊コスモス支援学校 わかやまけん きいこすもす 白井　博子 しらい　ひろこ 一 女

506 和歌山県 高等学校 和歌山県立日高高等学校 わかやまけん ひだか 土永　知子 どえい　ともこ 七 女

507 和歌山県 高等学校 和歌山県立神島高等学校 わかやまけん かしま 木本　一郎 きもと　いちろう 四 男

508 和歌山県 高等学校 和歌山県立粉河高等学校 わかやまけん こかわ 加藤　ともこ かとう　ともこ 七 女

509 鳥取県 小学校 鳥取市立浜村小学校 とっとりし はまむら 姫田　恭江 ひめだ　やすえ 一 女

510 鳥取県 高等学校 鳥取県立米子東高等学校 とっとりけん よなごひがし 景山　浩之 かげやま　ひろゆき 一 男

511 鳥取県 特別支援学校 鳥取県立米子養護学校 とっとりけん よなごようご 米谷　めぐみ こめたに　めぐみ 五 女

512 鳥取県 中学校 鳥取市立北中学校 とっとりし きた 森田　眞由美 もりた　まゆみ 六 女

513 鳥取県 高等学校 鳥取県立鳥取湖陵高等学校 とっとりけん とっとりこりょう 山本　美和 やまもと　みわ 一 女

514 鳥取県 高等学校 鳥取県立米子工業高等学校 とっとりけん よなごこうぎょう 足立　誠司 あだち　せいじ 一 男

515 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 樋口　彰紀 ひぐち　あきのり 四 男

516 島根県 高等学校 島根県立浜田商業高等学校 しまねけん はまだしょうぎょう 布施　武司 ふせ　たけし 四 男

517 島根県 小学校 江津市立郷田小学校 ごうつし ごうだ 濵岡　律子 はまおか　りつこ 三 女

※年齢については平成２５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　学校運営の改善」「七　その
他」を示している。
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518 島根県 中学校 大田市立第二中学校 おおだし だいに 立脇　渉 たてわき　わたる 六 男

519 島根県 小学校 出雲市立荘原小学校 いずもし しょうばら 高橋　勇二 たかはし　ゆうじ 六 男

520 岡山県 小学校 倉敷市立帯江小学校 くらしきし おびえ 角谷　美佳 かどや　みか 一 女

521 岡山県 小学校 井原市立美星小学校 いばらし びせい 佐藤　英樹 さとう　ひでき 一 男

522 岡山県 小学校 総社市立常盤小学校 そうじゃし ときわ 池上　宗一郎
いけのうえ　そういちろ
う

一 男

523 岡山県 小学校 津山市立向陽小学校 つやまし こうよう 野村　恵美 のむら　めぐみ 一 女

524 岡山県 小学校 瀬戸内市立今城小学校 せとうちし いまぎ 萩原　明子 はぎはら　あきこ 三 女

525 岡山県 中学校 倉敷市立琴浦中学校 くらしきし ことうら 竹井　孝真 たけい　よしまさ 二 男

526 岡山県 中学校 津山市立中道中学校 つやまし ちゅうどう 定久　秀明 さだひさ　ひであき 二 男

527 岡山県 中学校 久米南町立久米南中学校 くめなんちょう くめなん 田村　浩一 たむら　こういち 一 男

528 岡山県 高等学校 岡山県立岡山芳泉高等学校 おかやまけん おかやまほうせん 坂口　真二 さかぐち　しんじ 一 男

529 岡山県 高等学校 岡山県立倉敷中央高等学校 おかやまけん くらしきちゅうおう 横田　智美 よこた　ともみ 一 女

530 岡山県 高等学校 岡山県立倉敷南高等学校 おかやまけん くらしきみなみ 絹田　昌代 きぬた　まさよ 一 女

531 岡山県 高等学校 岡山県立東岡山工業高等学校 おかやまけん ひがしおかやまこうぎょう 髙林　康徳 たかばやし　やすのり 一 男

532 岡山県 特別支援学校 岡山県立岡山盲学校 おかやまけん おかやまもう 利守　展子 としもり　のぶこ 五 女

533 岡山県 特別支援学校 岡山県立岡山東支援学校 おかやまけん おかやまひがし 藤尾　愛一郎 ふじお　あいいちろう 五 男

534 広島県 中学校 東広島市立高屋中学校 ひがしひろしまし たかや 平賀　靖弘 ひらが　やすひろ 四 男

535 広島県 中学校 呉市立吉浦中学校 くれし よしうら 藤村　千代子 ふじむら　ちよこ 三 女

536 広島県 小学校 安芸高田市立可愛小学校 あきたかたし えの 坂本　貴江 さかもと　たかえ 一 女

537 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 金屋敷　慶子 かねやしき　けいこ 一 女

538 広島県 中学校 尾道市立吉和中学校 おのみちし よしわ 岡本　美智子 おかもと　みちこ 三 女

539 広島県 特別支援学校 広島県立黒瀬特別支援学校 ひろしまけん くろせ 石ヶ坪　和義 いしがつぼ　かずよし 五 男

540 広島県 小学校 尾道市立瀬戸田小学校 おのみちし せとだ 青山　寿重 あおやま　ひさえ 一 女

541 広島県 高等学校 広島県立広島工業高等学校 ひろしまけん ひろしまこうぎょう 永浜　敏徳 ながはま　としのり 一 男

542 広島県 高等学校 広島県立広島皆実高等学校 ひろしまけん ひろしまみなみ 樋口　裕志 ひぐち　ひろし 四 男

543 広島県 小学校 呉市立長迫小学校 くれし ながさこ 望月　誠治 もちづき　せいじ 一 男

544 広島県 小学校 福山市立熊野小学校 ふくやまし くまの 清水　弓記子 しみず　ゆきこ 一 女

545 広島県 小学校 竹原市立吉名小学校 たけはらし よしな 高瀬　朋子 たかせ　ともこ 三 女

546 山口県 小学校 岩国市立愛宕小学校 いわくにし あたご 永田　啓子 ながた　けいこ 一 女

547 山口県 小学校 田布施町立麻郷小学校 たぶせちょう おごう 山根　基秀 やまね　もとひで 一 男

548 山口県 小学校 下松市立公集小学校 くだまつし こうしゅう 藤上　真弓 ふじかみ　まゆみ 一 女

549 山口県 小学校 美祢市立大嶺小学校 みねし おおみね 宮川　修 みやかわ　おさむ 一 男

550 山口県 小学校 萩市立明倫小学校 はぎし めいりん 重永　美津子 しげなが　みつこ 一 女

551 山口県 中学校 柳井市立柳井中学校 やないし やない 山中　順子 やまなか　じゅんこ 五 女

552 山口県 中学校 光市立浅江中学校 ひかりし あさえ 東原　孝 ひがしはら　たかし 六 男

553 山口県 中学校 山口市立宮野中学校 やまぐちし みやの 濵﨑　美幸 はまさき　よしゆき 一 男

554 山口県 中学校 萩市立萩東中学校 はぎし はぎひがし 正司　かおる しょうじ　かおる 一 女

※年齢については平成２５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　学校運営の改善」「七　その
他」を示している。
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555 山口県 高等学校 山口県立山口高等学校 やまぐちけん やまぐち 山川　浩 やまかわ　ひろし 一 男

556 山口県 高等学校 山口県立長府高等学校 やまぐちけん ちょうふ 井上　正道 いのうえ　まさみち 一 男

557 山口県 高等学校 山口県立徳山高等学校 やまぐちけん とくやま 二町　弘志 にちょう　ひろし 一 男

558 徳島県 小学校 三好市立池田小学校 みよしし いけだ 小谷　千惠 こたに　ちえ 六 女

559 徳島県 小学校 徳島市佐古小学校 とくしまし さこ 渡 　公規 わたなべ　きみのり 六 男

560 徳島県 中学校 鳴門市第一中学校 なるとし なるとしだいいち 近藤　太 こんどう　ふとし 二 男

561 徳島県 高等学校 徳島県立阿波高等学校 とくしまけん あわ 金本　賢治 かねもと　けんじ 二 男

562 徳島県 小学校 那賀町立北川小学校 なかちょう きたがわ 谷　多美子 たに　たみこ 一 女

563 徳島県 中学校 美馬市立脇町中学校 みまし わきまち 横畠　亜希子 よこはた　あきこ 一 女

564 徳島県 高等学校 徳島県立吉野川高等学校 とくしまけん よしのがわ 橋川　充男 はしかわ　あつお 六 男

565 徳島県 小学校 吉野川市立川田西小学校 よしのがわし かわたにし 原田　和子 はらだ　かずこ 五 女

566 徳島県 高等学校 徳島県立辻高等学校 とくしまけん つじ 向井　佳子 むかい　よしこ 六 女

567 香川県 小学校 高松市立屋島小学校 たかまつし やしま 藤井　美惠 ふじい　みえ 七 女

568 香川県 小学校 まんのう町立満濃南小学校 まんのうちょう まんのうみなみ 宮脇　美津子 みやわき　みつこ 一 女

569 香川県 小学校 高松市立高松第一小学校 たかまつし たかまつだいいち 鎌田　昌代 かまだ　まさよ 五 女

570 香川県 小学校 綾川町立綾上小学校 あやがわちょう あやかみ 植田　量子 うえた　かずこ 一 女

571 香川県 中学校 丸亀市立東中学校 まるがめし ひがし 大西　賢志 おおにし　けんじ 二 男

572 香川県 中学校 さぬき市立志度中学校 さぬきし しど 和田　浩司 わだ　こうじ 七 男

573 香川県 高等学校 香川県立三豊工業高等学校 かがわけん みとよこうぎょう 勘原　利幸 かんばら　としゆき 四 男

574 香川県 高等学校 香川県立三木高等学校 かがわけん みき 齋藤  洋二 さいとう　ようじ 二 男

575 香川県 特別支援学校 香川県立聾学校 かがわけん ろう 元谷　美保 もとたに　みほ 五 女

576 愛媛県 小学校 松山市立宮前小学校 まつやまし みやまえ 大原　佳彦 おおはら　よしひこ 三 男

577 愛媛県 小学校 鬼北町立日吉小学校 きほくちょう ひよし 桐島　光司 きりしま　こうじ 一 男

578 愛媛県 小学校 今治市立別宮小学校 いまばりし べっく 手塚　淳 てづか　あつし 二 男

579 愛媛県 小学校 松山市立道後小学校 まつやまし どうご 藤岡　君江 ふじおか　きみえ 六 女

580 愛媛県 小学校 愛南町立菊川小学校 あいなんちょう きくがわ 菅　登美 かん　とみ 一 女

581 愛媛県 中学校 新居浜市立角野中学校 にいはまし すみの 天野　幸代 あまの　ゆきよ 四 女

582 愛媛県 中学校 松山市立城西中学校 まつやまし じょうせい 猪石　光久 いのいし　みつひさ 一 男

583 愛媛県 中学校 大洲市立大洲南中学校 おおずし おおずみなみ 上杉　美保 うえすぎ　みほ 三 女

584 愛媛県 特別支援学校 愛媛県立宇和特別支援学校 えひめけん うわ 片桐　弥生 かたぎり　やよい 三 女

585 愛媛県 高等学校 愛媛県立大洲高等学校 えひめけん おおず 三好　浩行 みよし　ひろゆき 一 男

586 愛媛県 高等学校 愛媛県立長浜高等学校 えひめけん ながはま 重松　洋 しげまつ　ひろし 四 男

587 愛媛県 高等学校 愛媛県立八幡浜工業高等学校 えひめけん やわたはまこうぎょう 近藤　靖通 こんどう　やすみち 四 男

588 高知県 小学校 高知市立一宮小学校 こうちし いっく 依岡　八代緯 よりおか　やよい 一 女

589 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 篠田　裕次 しのだ　ゆうじ 七 男

590 高知県 中学校 高知市立愛宕中学校 こうちし あたご 伊藤　美和 いとう　みわ 一 女

591 高知県 中学校 土佐市立高岡中学校 とさし たかおか 中内　聖二 なかうち　せいじ 七 男

※年齢については平成２５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　学校運営の改善」「七　その
他」を示している。
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592 高知県 高等学校 高知県立高知農業高等学校 こうちけん こうちのうぎょう はぎわら　ようこ 二 女

593 高知県 高等学校 高知県立高知農業高等学校 こうちけん こうちのうぎょう 熊本　正彦 くまもと　まさひこ 四 男

594 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 山下　裕二 やました　ゆうじ 二 男

595 高知県 特別支援学校 高知県立高知ろう学校 こうちけん こうちろう 山中　智子 やまなか　ともこ 五 女

596 福岡県 高等学校 福岡県立福島高等学校 ふくおかけん ふくしま 大塚　泰彦 おおつか　やすひこ 二 男

597 福岡県 高等学校 福岡県立筑紫丘高等学校 ふくおかけん ちくしがおか 柴田　書廣 しばた　ふみひろ 一 男

598 福岡県 高等学校 福岡県立京都高等学校 ふくおかけん みやこ 白川　英治 しらかわ　えいじ 二 男

599 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 前田　直子 まえだ　なおこ 二 女

600 福岡県 高等学校 福岡県立宇美商業高等学校 ふくおかけん うみしょうぎょう 文谷　浩三 ぶんや　こうぞう 七 男

601 福岡県 高等学校 福岡県立水産高等学校 ふくおかけん すいさん 柳　利光 やなぎ　としみつ 七 男

602 福岡県 高等学校 福岡県立三池高等学校 ふくおかけん みいけ   義文 まつふじ　よしふみ 二 男

603 福岡県 小学校 宗像市立自由ヶ丘小学校 むなかたし じゆうがおか 髙木　陽一郎 たかき　よういちろう 七 男

604 福岡県 小学校 鞍手町立古月小学校 くらてまち ふるつき 木村　京子 きむら　きょうこ 一 女

605 福岡県 小学校 大刀洗町立大刀洗小学校 たちあらいまち たちあらい 髙松　久美子 たかまつ　くみこ 一 女

606 福岡県 小学校 苅田町立馬場小学校 かんだまち ばば 梶田　純子 かじた　じゅんこ 七 女

607 福岡県 小学校 春日市立春日東小学校 かすがし かすがひがし 曽根　暢子 そね　のぶこ 一 女

608 福岡県 小学校 芦屋町立芦屋小学校 あしやまち あしや 勝木　久美 かつき　くみ 一 女

609 福岡県 小学校 朝倉市立蜷城小学校 あさくらし ひなしろ 松岡　修 まつおか　おさむ 一 男

610 福岡県 小学校 広川町立中広川小学校 ひろかわまち なかひろかわ 田中　義紀 たなか　よしのり 七 男

611 福岡県 小学校 糸島市立深江小学校 いとしまし ふかえ 中筋　美津子 なかすじ　みつこ 一 女

612 福岡県 小学校 須恵町立須恵第一小学校 すえまち すえだいいち 久野　玄仁 ひさの　はるひと 一 男

613 福岡県 小学校 筑後市立松原小学校 ちくごし まつばら 亀﨑　美穂子 かめざき　みほこ 一 女

614 福岡県 中学校 柳川市立三橋中学校 やながわし みつはし 古賀　俊文 こが　としふみ 一 男

615 福岡県 中学校 飯塚市立庄内中学校 いいづかし しょうない 猿渡　和則 さるわたり　かずのり 七 男

616 福岡県 中学校 田川市立猪位金中学校 たがわし いいかね 毛利　真亨 もうり　まさみち 二 男

617 福岡県 中学校 久留米市立高牟礼中学校 くるめし たかむれ 近久　美代子 ちかひさ　みよこ 一 女

618 福岡県 中学校 みやこ町立犀川中学校 みやこまち さいがわ 木戸　義人 きど　よしひと 七 男

619 福岡県 中学校 大野城市立大野中学校 おおのじょうし おおの 廣川　雅己 ひろかわ　まさみ 二 男

620 佐賀県 小学校 有田町立有田小学校 ありたちょう ありた 坂元　俊文 さかもと　としふみ 一 男

621 佐賀県 小学校 小城市立岩松小学校 おぎし いわまつ 石丸　久美子 いしまる　くみこ 七 女

622 佐賀県 小学校 佐賀市立兵庫小学校 さがし ひょうご 宮地　德行 みやち　のりゆき 二 男

623 佐賀県 中学校 太良町立大浦中学校 たらちょう おおうら 古川　善隆 ふるかわ　よしたか 一 男

624 佐賀県 中学校 吉野ヶ里町立三田川中学校 よしのがりちょう みたがわ 古舘　洋治 ふるたち　ようじ 七 男

625 佐賀県 高等学校 佐賀県立伊万里農林高等学校 さがけん いまりのうりん 藤　一郎 ふじ　いちろう 一 男

626 佐賀県 高等学校 佐賀県立鳥栖工業高等学校 さがけん とすこうぎょう 野中　吉弘 のなか　よしひろ 一 男

627 佐賀県 高等学校 佐賀県立唐津青翔高等学校 さがけん からつせいしょう 稲本　伸一 いなもと　しんいち 七 男

628 佐賀県 高等学校 佐賀県立伊万里商業高等学校 さがけん いまりしょうぎょう 梅田　惠子 うめだ　けいこ 六 女

※年齢については平成２５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　学校運営の改善」「七　その
他」を示している。
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629 長崎県 中学校 対馬市立大船越中学校 つしまし おおふなこし 黒川　憲太郎 くろかわ　けんたろう 二 男

630 長崎県 小学校 長崎市立高島小学校 ながさきし たかしま 森川　稔 もりかわ　みのる 一 男

631 長崎県 小学校 西海市立西海東小学校 さいかいし さいかいひがし 松本　智子 まつもと　ともこ 五 女

632 長崎県 小学校 平戸市立平戸小学校 ひらどし ひらど 森田　祥子 もりた　しょうこ 三 女

633 長崎県 中学校 長崎市立日見中学校 ながさきし ひみ 宮地　智恵子 みやち　ちえこ 三 女

634 長崎県 中学校 時津町立鳴北中学校 とぎつちょう めいほく 吉山　伸二 よしやま　しんじ 六 男

635 長崎県 中学校 五島市立翁頭中学校 ごとうし おうとう 入口　兵衛 いりぐち　ひょうえ 二 男

636 長崎県 小学校 長与町立長与小学校 ながよちょう ながよ 清永　哲也 きよなが　てつや 六 男

637 長崎県 小学校 大村市立西大村小学校 おおむらし にしおおむら 田代　明子 たしろ　あきこ 六 女

638 長崎県 小学校 新上五島町立北魚目小学校 しんかみごとうちょう きたうおのめ 前田　智子 まえだ　ともこ 三 女

639 長崎県 高等学校 長崎県立島原高等学校 ながさきけん しまばら 酒井　俊治 さかい　としはる 一 男

640 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 北川　友也 きたがわ　ともや 三 男

641 長崎県 高等学校 長崎県立佐世保商業高等学校 ながさきけん させぼしょうぎょう 松永　一郎 まつなが　いちろう 一 男

642 熊本県 特別支援学校 熊本県立熊本聾学校 くまもとけん くまもとろう 岩㟢　玲子 いわさき　れいこ 五 女

643 熊本県 高等学校 熊本県立球磨商業高等学校 くまもとけん くましょうぎょう 佐藤　良一 さとう　りょういち 四 男

644 熊本県 小学校 山鹿市立城北小学校 やまがし しろきた 北本　律子 きたもと　りつこ 一 女

645 熊本県 高等学校 熊本県立人吉高等学校 くまもとけん ひとよし 黒田　憲一郎 くろだ　けんいちろう 一 男

646 熊本県 小学校 八代市立高田小学校 やつしろし こうだ 吉本　清久 よしもと　きよひさ 一 男

647 熊本県 高等学校 熊本県立熊本西高等学校 くまもとけん くまもとにし おにつか　ひろみつ 四 男

648 熊本県 中学校 大津町立大津中学校 おおづまち おおづ 平木　元宏 ひらき　もとひろ 四 男

649 熊本県 中学校 荒尾市立荒尾海陽中学校 あらおし あらおかいよう 田上　法子 たのうえ　のりこ 二 女

650 熊本県 小学校 苓北町立志岐小学校 れいほくまち しき 洲﨑　千鶴 すさき　ちづる 四 女

651 熊本県 小学校 高森町立高森中央小学校 たかもりまち たかもりちゅうおう 佐藤　和也 さとう　かずや 一 男

652 熊本県 中学校 山鹿市立山鹿中学校 やまがし やまが 今本　みゆき いまもと　みゆき 四 女

653 熊本県 小学校 水俣市立水東小学校 みなまたし すいとう 宮﨑　陽子 みやざき　ようこ 一 女

654 大分県 小学校 宇佐市立宇佐小学校 うさし うさ 都　昌子 みやこ　しょうこ 一 女

655 大分県 中学校 国東市立安岐中学校 くにさきし あき 糸永　嘉代子 いとなが　かよこ 一 女

656 大分県 小学校 佐伯市立佐伯小学校 さいきし さいき 山田　眞由美 やまだ　まゆみ 一 女

657 大分県 高等学校 大分県立佐伯鶴岡高等学校 おおいたけん さいきつるおか 前田　淳 まえだ　あつし 一 男

658 大分県 高等学校 大分県立大分雄城台高等学校 おおいたけん おおいたおぎのだい 石井　利治 いしい　としはる 一 男

659 大分県 高等学校 大分県立中津北高等学校 おおいたけん なかつきた 　郁靖 わたなべ　いくやす 一 男

660 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 松永　芳史 まつなが　よしふみ 一 男

661 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 淺野　昌子 あさの　まさこ 四 女

662 大分県 高等学校 大分県立別府鶴見丘高等学校 おおいたけん べっぷつるみがおか 立山　勇司 たてやま　ゆうじ 一 男

663 大分県 特別支援学校 大分県立中津支援学校 おおいたけん なかつ 阿部　王一 あべ　おういち 五 男

664 宮崎県 小学校 宮崎市立学園木花台小学校 みやざきし がくえんきばなだい 吉國　恭子 よしくに　きょうこ 一 女

665 宮崎県 中学校 串間市立北方中学校 くしまし きたかた 津曲　美智子 つまがり　みちこ 三 女

※年齢については平成２５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　学校運営の改善」「七　その
他」を示している。
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666 宮崎県 中学校 都城市立五十市中学校 みやこのじょうし いそいち 横山　祥子 よこやま　しょうこ 四 女

667 宮崎県 高等学校 宮崎県立宮崎海洋高等学校 みやざきけん みやざきかいよう 草野　栄子 くさの　えいこ 一 女

668 宮崎県 特別支援学校 宮崎県立延岡しろやま支援学校 みやざきけん のべおかしろやま 福崎　正浩 ふくざき　まさひろ 五 男

669 宮崎県 中学校 宮崎市立生目台中学校 みやざきし いきめだい 前田　直子 まえだ　なおこ 一 女

670 宮崎県 中等教育学校 宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校 みやざきけん ごかせ 稲用　健二 いなもち　けんじ 一 男

671 鹿児島県 小学校 鹿児島市立山下小学校 かごしまし やました 橋口　盛文 はしぐち　もりふみ 一 男

672 鹿児島県 小学校 姶良市立柁城小学校 あいらし だじょう 才田　修 さいだ　おさむ 一 男

673 鹿児島県 小学校 鹿屋市立鹿屋小学校 かのやし かのや 福森　真一 ふくもり　しんいち 一 男

674 鹿児島県 中学校 日置市立伊集院北中学校 ひおきし いじゅういんきた 牟田　典丘 むた　のりたか 一 男

675 鹿児島県 中学校 鹿屋市立鹿屋中学校 かのやし かのや 川原　美奈子 かわはら　みなこ 一 女

676 鹿児島県 中学校 屋久島町立中央中学校 やくしまちょう ちゅうおう 岩𦚰　勝広 いわわき　かつひろ 一 男

677 鹿児島県 高等学校 指宿市立指宿商業高等学校 いぶすきし いぶすきしょうぎょう 安藤　新 あんどう　あらた 一 男

678 鹿児島県 小学校 鹿児島市立八幡小学校 かごしまし やはた 德重　雅春 とくしげ　まさはる 二 男

679 鹿児島県 小学校 霧島市立国分南小学校 きりしまし こくぶみなみ 西内　恵子 にしうち　けいこ 三 女

680 鹿児島県 小学校 宇検村立田検小学校 うけんそん たけん 児玉　むつみ こだま　むつみ 三 女

681 鹿児島県 特別支援学校 鹿児島県立鹿児島盲学校 かごしまけん かごしまもう 飛松　佳子 とびまつ　よしこ 三 女

682 鹿児島県 小学校 南さつま市立長屋小学校 みなみさつまし ながや 稲垣　明 いながき　あきら 四 男

683 鹿児島県 高等学校 鹿児島県立加治木工業高等学校 かごしまけん かじきこうぎょう 大倉　一也 おおくら　かずなり 四 男

684 鹿児島県 高等学校 鹿児島市立鹿児島女子高等学校 かごしまし かごしまじょし 神川　尚彦 かみかわ　なおひこ 四 男

685 鹿児島県 中学校 鹿児島市立吉野中学校 かごしまし よしの 盛山　伸二 もりやま　しんじ 六 男

686 鹿児島県 小学校 出水市立出水小学校 いずみし いずみ 西村　かおり にしむら　かおり 七 女

687 鹿児島県 中学校 姶良市立加治木中学校 あいらし かじき 青山　智宏 あおやま　ともひろ 七 男

688 鹿児島県 小学校 薩摩川内市立平佐西小学校 さつませんだいし ひらさにし 新田　賢一 にった　けんいち 七 男

689 沖縄県 高等学校 沖縄県立宮古総合実業高等学校 おきなわけん みやこそうごうじつぎょう 前里　和洋 まえさと　かずひろ 四 男

690 沖縄県 特別支援学校 沖縄県立鏡が丘特別支援学校 おきなわけん かがみがおか 新垣　京子 あらかき　きょうこ 五 女

691 沖縄県 小学校 うるま市立具志川小学校 うるまし ぐしかわ 平田　治子 ひらた　はるこ 一 女

692 沖縄県 中学校 本部町立本部中学校 もとぶちょう もとぶ 比嘉　ゆり子 ひが　ゆりこ 一 女

693 沖縄県 高等学校 沖縄県立西原高等学校 おきなわけん にしはら 新垣　淳二 あらかき　じゅんじ 四 男

694 沖縄県 小学校 宮古島市立狩俣小学校 みやこじまし かりまた 棚原　美由紀 たなはら　みゆき 一 女

695 沖縄県 高等学校 沖縄県立首里高等学校 おきなわけん しゅり 前村　幸芳 まえむら　ゆきよし 三 男

696 沖縄県 小学校 南城市立玉城小学校 なんじょうし たまぐすく 町田　美津子 まちだ　みつこ 一 女

697 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 嘉陽　宗紀 かよう　むねのり 四 男

698 沖縄県 小学校 石垣市立八島小学校 いしがきし やしま 友利　良子 ともり　りょうこ 三 女

699 沖縄県 中学校 南城市立大里中学校 なんじょうし おおざと 上原　秀樹 うえはら　ひでき 一 男

700 沖縄県 中学校 名護市立名護中学校 なごし なご 伊波　寿光 いは　としみつ 一 男

701 沖縄県 小学校 豊見城市立上田小学校 とみぐすくし うえた 松川　奈里子 まつかわ　なりこ 五 女

702 沖縄県 小学校 糸満市立光洋小学校 いとまんし こうよう 下地　万寿子 しもじ　ますこ 一 女

※年齢については平成２５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　学校運営の改善」「七　その
他」を示している。
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703 沖縄県 小学校 名護市立屋部小学校 なごし やぶ 友寄　真由美 ともよせ　まゆみ 一 女

704 仙台市 小学校 仙台市立鶴巻小学校 せんだいし つるまき 大友　雄一郎 おおとも　ゆういちろう 一 男

705 仙台市 小学校 仙台市立柳生小学校 せんだいし やなぎう 本田　良 ほんだ　りょう 六 女

706 仙台市 中学校 仙台市立富沢中学校 せんだいし とみざわ 菊池　浩美 きくち　ひろみ 六 女

707 仙台市 高等学校 仙台市立仙台工業高等学校 せんだいし せんだいこうぎょう 栁瀬　克紀 やなせ　かつのり 四 男

708 仙台市 小学校 仙台市立川平小学校 せんだいし かわだいら 阿部　真由美 あべ　まゆみ 三 女

709 仙台市 小学校 仙台市立鹿野小学校 せんだいし かの 柴田　真理子 しばた　まりこ 二 女

710 さいたま市 小学校 さいたま市立大東小学校 さいたまし だいとう 阿部　智子 あべ　ともこ 一 女

711 さいたま市 小学校 さいたま市立新開小学校 さいたまし しびらき 三谷　　茂 みたに　しげる 三 男

712 さいたま市 小学校 さいたま市立与野南小学校 さいたまし よのみなみ 森本　佐見枝 もりもと　さみえ 三 女

713 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 髙橋　富士善 たかはし　ふじよし 二 男

714 さいたま市 中学校 さいたま市立桜木中学校 さいたまし さくらぎ 荒川　尚子 あらかわ　なおこ 一 女

715 さいたま市 中学校 さいたま市立宮原中学校 さいたまし みやはら 加藤　郁夫 かとう　いくお 三 男

716 千葉市 中学校 千葉市立草野中学校 ちばし くさの 田仲　幸夫 たなか　ゆきお 六 男

717 千葉市 小学校 千葉市立花見川第三小学校 ちばし はなみがわだいさん 林　公恵 はやし　きみえ 五 女

718 千葉市 小学校 千葉市立鶴沢小学校 ちばし つるさわ 齊藤いち子 さいとう　いちこ 一 女

719 千葉市 中学校 千葉市立有吉中学校 ちばし ありよし 岩瀬　依子 いわせ　よりこ 一 女

720 千葉市 中学校 千葉市立おゆみ野南中学校 ちばし おゆみのみなみ 芳野　洋子 よしの　ようこ 一 女

721 川崎市 中学校 川崎市立菅中学校 かわさきし すげ 成川　秀幸 なりかわ　ひでゆき 一 男

722 川崎市 高等学校 川崎市立商業高等学校 かわさきし しょうぎょう 大川　一幸 おおかわ　かずゆき 二 男

723 川崎市 高等学校 川崎市立高津高等学校 かわさきし たかつ 大室　秀寿 おおむろ　ひでとし 四 男

724 横浜市 小学校 横浜市立潮田小学校 よこはまし うしおだ 仙田　宏之 せんだ　ひろゆき 六 男

725 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 小熊　恵子 こぐま　けいこ 六 女

726 横浜市 小学校 横浜市立高田東小学校 よこはまし たかたひがし 川村　美佐子 かわむら　みさこ 五 女

727 横浜市 小学校 横浜市立小机小学校 よこはまし こづくえ 持尾　博之 もちお　ひろゆき 二 男

728 横浜市 小学校 横浜市立東汲沢小学校 よこはまし ひがしぐみさわ 信時　加奈 のぶとき　かな 三 女

729 横浜市 小学校 横浜市立俣野小学校 よこはまし またの 及川　節子 おいかわ　せつこ 一 女

730 横浜市 小学校 横浜市立本郷台小学校 よこはまし ほんごうだい 押田　弘子 おしだ　ひろこ 一 女

731 横浜市 小学校 横浜市立新橋小学校 よこはまし しんばし 望月　重晴 もちづき　しげはる 六 男

732 横浜市 小学校 横浜市立瀬谷小学校 よこはまし せや 小林　京子 こばやし　きょうこ 一 女

733 横浜市 小学校 横浜市立瀬谷さくら小学校 よこはまし せやさくら 大嶋　智子 おおしま　ともこ 三 女

734 横浜市 中学校 横浜市立寛政中学校 よこはまし かんせい 宮崎　哲浩 みやざき　てつひろ 二 男

735 横浜市 中学校 横浜市立浦島丘中学校 よこはまし うらしまおか 中澤　務 なかざわ　つとむ 一 男

736 横浜市 中学校 横浜市立野庭中学校 よこはまし のば 馬場　理人 ばば　まさと 一 男

737 横浜市 中学校 横浜市立新井中学校桜坂分校 よこはまし
あらいちゅうがっこうさくら
ざかぶんこう

井上　昌典 いのうえ　まさのり 二 男

738 横浜市 中学校 横浜市立小田中学校 よこはまし こだ 佐藤　香織 さとう　かおり 二 女

739 横浜市 中学校 横浜市立中山中学校 よこはまし なかやま 大胡田　忠敏 おおこだ　ただとし 一 男

※年齢については平成２５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　学校運営の改善」「七　その
他」を示している。
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740 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 ひのちゅうおうこうとう 柴田　義弘 しばた　よしひろ 二 男

741 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
よこはまさいえんすふろ
んてぃあ

田畑　めぐみ たばた　めぐみ 一 女

742 相模原市 小学校 相模原市立鶴園小学校 さがみはらし つるぞの 矢澤　圭子 やざわ　けいこ 一 女

743 相模原市 小学校 相模原市立藤野小学校 さがみはらし ふじの 大内　敏行 おおうち　としゆき 二 男

744 相模原市 中学校 相模原市立中央中学校 さがみはらし ちゅうおう 笠井　裕子 かさい　ゆうこ 五 女

745 相模原市 中学校 相模原市立田名中学校 さがみはらし たな 鈴木　成之 すずき　しげゆき 四 男

746 新潟市 中等教育学校 新潟市立高志中等教育学校 にいがたし こうし 高須　俊克 たかす　としかつ 一 男

747 新潟市 小学校 新潟市立曽根小学校 にいがたし そね 目黒　哲也 めぐろ　てつや 六 男

748 新潟市 小学校 新潟市立桜が丘小学校 にいがたし さくらがおか 中川　育子 なかがわ　いくこ 七 女

749 新潟市 小学校 新潟市立新関小学校 にいがたし しんせき 大花　俊一 おおはな　しゅんいち 一 男

750 新潟市 中学校 新潟市立小針中学校 にいがたし こばり 長井　昭 ながい　あきら 二 男

751 静岡市 小学校 静岡市立清水浜田小学校 しずおかし しみずはまだ 松﨑　勝義 まつざき　かつよし 一 男

752 静岡市 中学校 静岡市立中島中学校 しずおかし なかじま 海野　弘光 うんの　ひろみつ 七 男

753 静岡市 小学校 静岡市立清水飯田小学校 しずおかし しみずいいだ 五十畑　美濃 いそはた　みの 六 女

754 静岡市 小学校 静岡市立葵小学校 しずおかし あおい 大澤　京子 おおさわ　きょうこ 三 女

755 浜松市 小学校 浜松市立泉小学校 はままつし いずみ 西尾　栄次 にしお　えいじ 四 男

756 浜松市 小学校 浜松市立新原小学校 はままつし しんぱら 小木　祥一 おぎ　しょういち 七 男

757 浜松市 小学校 浜松市立鏡山小学校 はままつし かがみやま 川村　陽子 かわむら　ようこ 一 女

758 浜松市 中学校 浜松市立北浜中学校 はままつし きたはま 堤　みゆき つつみ　みゆき 六 女

759 浜松市 中学校 浜松市立清竜中学校 はままつし せいりゅう 金丸　みき かねまる　みき 一 女

760 名古屋市 中学校 名古屋市立北山中学校 なごやし きたやま 山田　康介 やまだ　こうすけ 一 男

761 名古屋市 中学校 名古屋市立川名中学校 なごやし かわな 丹羽　広重 にわ　ひろしげ 一 男

762 名古屋市 小学校 名古屋市立楠小学校 なごやし くすのき 柏木　寿 かしわぎ　ひさし 一 男

763 名古屋市 中学校 名古屋市立牧の池中学校 なごやし まきのいけ 石原　進司 いしはら　しんじ 一 男

764 名古屋市 中学校 名古屋市立山王中学校 なごやし さんのう 玉腰　隆司 たまこし　たかし 一 男

765 名古屋市 小学校 名古屋市立稲永小学校 なごやし いなえい 伊藤　一彦 いとう　かずひこ 一 男

766 名古屋市 小学校 名古屋市立春日野小学校 なごやし かすがの 岡部　啓 おかべ　ひろし 五 男

767 名古屋市 小学校 名古屋市立鳴海小学校 なごやし なるみ 小島　敬一 こじま　けいいち 一 男

768 名古屋市 小学校 名古屋市立五反田小学校 なごやし ごたんだ 鬼頭　裕介 きとう　ゆうすけ 一 男

769 名古屋市 高等学校 名古屋市立桜台高等学校 なごやし さくらだい 鈴木　政江 すずき　まさえ 一 女

770 名古屋市 幼稚園 名古屋市立第二幼稚園 なごやし だいに 持丸　幸枝 もちまる　ゆきえ 一 女

771 名古屋市 中学校 名古屋市立丸の内中学校 なごやし まるのうち 加島　道代 かしま　みちよ 六 女

772 京都市 小学校 京都市立川岡小学校 きょうとし かわおか 藤原　浩 ふじわら　ひろし 六 男

773 京都市 小学校 京都市立朱雀第四小学校 きょうとし すざくだいよん 山野　真里子 やまの　まりこ 一 女

774 京都市 小学校 京都市立羽束師小学校 きょうとし はづかし 八田　久美子 はった　くみこ 三 女

775 京都市 小学校 京都市立二条城北小学校 きょうとし にじょうじょうきた 長光　裕子 ながみつ　ゆうこ 三 女

776 京都市 中学校 京都市立下京中学校 きょうとし しもぎょう 山田　敦 やまだ　おさむ 六 男

※年齢については平成２５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　学校運営の改善」「七　その
他」を示している。
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777 京都市 中学校 京都市立月輪中学校 きょうとし つきのわ 立垣　典子 たてがき　のりこ 一 女

778 京都市 中学校 京都市立凌風中学校 きょうとし りょうふう 大村　一弘 おおむら　かずひろ 六 男

779 京都市 高等学校 京都市立西京高等学校 きょうとし さいきょう 岩佐　峰之 いわさ　みねゆき 一 男

780 京都市 特別支援学校 京都市立北総合支援学校 きょうとし きたそうごう 井尻　滋明 いじり　しげあき 五 男

781 大阪市 小学校 大阪市立味原小学校 おおさかし あじはら 山本　万紀子 やまもと　まきこ 一 女

782 大阪市 小学校 大阪市立菅北小学校 おおさかし かんぼく 川口　智子 かわぐち　ともこ 一 女

783 大阪市 中学校 大阪市立西中学校 おおさかし にし 辻本　敏行 つじもと　としゆき 六 男

784 堺市 小学校 堺市立向丘小学校 さかいし むこうがおか 鳥居　文子 とりい　ふみこ 一 女

785 堺市 小学校 堺市立北八下学校 さかいし きたやしも 樋上　裕恵 ひのうえ　ひろえ 一 女

786 堺市 小学校 堺市立三国丘小学校 さかいし みくにがおか 若林　不二子 わかばやし　ふじこ 三 女

787 堺市 中学校 堺市立陵西中学校 さかいし りょうさい 小山　圭子 こやま　けいこ 三 女

788 堺市 中学校 堺市立浅香山中学校 さかいし あさかやま 山田　隆 やまだ　たかし 二 男

789 神戸市 小学校 神戸市立美賀多台小学校 こうべし みかただい 森　和子 もり　かずこ 一 女

790 神戸市 中学校 神戸市立広陵中学校 こうべし こうりょう 森永　和子 もりなが　かずこ 一 女

791 神戸市 小学校 神戸市立住吉小学校 こうべし すみよし 室屋　尚子 むろや　なおこ 一 女

792 神戸市 小学校 神戸市立稗田小学校 こうべし ひえだ 篠倉　康子 ささくら　やすこ 五 女

793 神戸市 中学校 神戸市立鷹取中学校 こうべし たかとり 髙橋　正明 たかはし　まさあき 一 男

794 神戸市 中学校 神戸市立上野中学校 こうべし うえの 澤井　資雄 さわい　よしお 七 男

795 神戸市 小学校 神戸市立水木小学校 こうべし みずき 土居　卓 どい　たかし 三 男

796 神戸市 小学校 神戸市立長田南小学校 こうべし ながたみなみ 田中　靖子 たなか　やすこ 一 女

797 神戸市 中学校 神戸市立多聞東中学校 こうべし たもんひがし 渡邊　研 わたなべ　けん 四 男

798 岡山市 小学校 岡山市立津島小学校 おかやまし つしま 山口　洋香 やまぐち　ひろか 一 女

799 岡山市 中学校 岡山市立竜操中学校 おかやまし りゅうそう 綾野　珠紀 あやの  たまき 一 女

800 岡山市 小学校 岡山市立大元小学校 おかやまし おおもと 小林　紀彦 こばやし　のりひこ 一 男

801 岡山市 中学校 岡山市立岡山後楽館中学校 おかやまし おかやまこうらくかん 重松　裕美 しげまつ　ひろみ 一 女

802 広島市 中学校 広島市立国泰寺中学校 ひろしまし こくたいじ 奥田　文豪 おくだ　ぶんご 四 男

803 広島市 小学校 広島市立彩が丘小学校 ひろしまし あやがおか 河野　陽子 こうの　ようこ 一 女

804 広島市 特別支援学校 広島市立広島特別支援学校 ひろしまし ひろしまとくべつしえん 内田　典子 うちだ　のりこ 五 女

805 北九州市 小学校 北九州市立高蔵小学校 きたきゅうしゅうし たかくら 髙橋　俊洋 たかはし　としひろ 一 男

806 北九州市 小学校 北九州市立若松中央小学校 きたきゅうしゅうし わかまつちゅうおう 武藤　佐予 むとう　さよ 一 女

807 北九州市 小学校 北九州市立香月小学校 きたきゅうしゅうし かつき 古澤　恵子 ふるさわ　けいこ 二 女

808 北九州市 中学校 北九州市立千代中学校 きたきゅうしゅうし ちよ 高橋　秀明 たかはし　ひであき 二 男

809 北九州市 中学校 北九州市立八児中学校 きたきゅうしゅうし やちご 森田　久美 もりた　くみ 一 女

810 福岡市 小学校 福岡市立警固小学校 ふくおかし けご 嶋村　泰宏 しまむら　やすひろ 六 男

811 福岡市 小学校 福岡市立香住丘小学校 ふくおかし かすみがおか 隈本　良知 くまもと　たかのり 六 男

812 福岡市 小学校 福岡市立福浜小学校 ふくおかし ふくはま 篠﨑　俊之 しのざき　としゆき 一 男

813 福岡市 小学校 福岡市立三筑小学校 ふくおかし さんちく 小島　睦子 こじま　むつこ 二 女

※年齢については平成２５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　学校運営の改善」「七　その
他」を示している。
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814 福岡市 中学校 福岡市立長尾中学校 ふくおかし ながお 玉谷　和人 たまたに　かずと 二 男

815 福岡市 中学校 福岡市立小呂中学校 ふくおかし おろ 戸田　久太郎 とだ　きゅうたろう 六 男

816 福岡市 幼稚園 福岡市立入部幼稚園 ふくおかし いるべ 松原　あゆみ まつばら　あゆみ 一 女

817 福岡市 高等学校 福岡市立福岡女子高等学校 ふくおかし ふくおかじょし 川端　眞樹子 かわばた　まきこ 六 女

818 熊本市 小学校 熊本市立五福小学校 くまもとし ごふく 澤　栄美 さわ　えみ 三 女

819 熊本市 小学校 熊本市立帯山西小学校 くまもとし おびやまにし 大塚　真実 おおつか　なおみ 一 女

820 熊本市 中学校 熊本市立白川中学校 くまもとし しらかわ 田中　省三 たなか　しょうぞう 三 男

821 熊本市 中学校 熊本市立京陵中学校 くまもとし けいりょう 南　弘一 みなみ　こういち 二 男

822 熊本市 中学校 熊本市立帯山中学校 くまもとし おびやま 水田　貴光 みずた　たかみつ 七 男

※年齢については平成２５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　学校運営の改善」「七　その
他」を示している。


