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1 北海道 幼稚園 東神楽町立東神楽幼稚園 ひがしかぐらちょう ひがしかぐら 錦川　真紀 にしきがわ　まき 六 女

2 北海道 小学校 上ノ国町立上ノ国小学校 かみのくにちょう かみのくに 押見　清一 おしみ　せいいち 一 男

3 北海道 小学校 釧路市立釧路小学校 くしろし くしろ 川崎　民子 かわさき　たみこ 一 女

4 北海道 小学校 標津町立標津小学校 しべつちょう しべつ 服部　健治 はっとり　けんじ 五 男

5 北海道 中学校 洞爺湖町立洞爺湖温泉中学校 とうやこちょう とうやこおんせん 大塚　謙二 おおつか　けんじ 一 男

6 北海道 中学校 深川市立深川中学校 ふかがわし ふかがわ 河村　克也 かわむら　かつや 一 男

7 北海道 中学校 鹿追町立鹿追中学校 しかおいちょう しかおい 佐々木　敦史 ささき　あつし 一 男

8 北海道 中学校 名寄市立風連中学校 なよろし ふうれん 藤田　晃 ふじた　あきら 一 男

9 北海道 中学校 旭川市立永山南中学校 あさひかわし ながやまみなみ 宮越　けんじ みやこし　けんじ 五 男

10 北海道 中学校 乙部町立乙部中学校 おとべちょう おとべ 山本　和子 やまもと　かずこ 一 女

11 北海道 高等学校 北海道札幌丘珠高等学校 ほっかいどう さっぽろおかだま 青木　保繁 あおき　やすしげ 二 男

12 北海道 高等学校 北海道岩見沢西高等学校 ほっかいどう いわみざわにし 池野　雅哉 いけの　まさや 四 男

13 北海道 高等学校 北海道岩見沢農業高等学校 ほっかいどう
いわみざわのうぎょ
う

伊與部　明 いよべ　あきら 一 男

14 北海道 高等学校 北海道北見工業高等学校 ほっかいどう きたみこうぎょう 公平　和彦 きみひら　かずひこ 四 男

15 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 佐藤　毅 さとう　つよし 四 男

16 北海道 高等学校 北海道帯広南商業高等学校 おびひろし
おびひろみなみしょ
うぎょう

辻　吉則 つじ　よしのり 四 男

17 北海道 高等学校 北海道釧路北陽高等学校 くしろし くしろほくよう 中野　國韻 なかの　くにあき 四 男

18 北海道 高等学校 北海道旭川東高等学校 ほっかいどう あさひかわひがし 水野　雅文 みずの　まさふみ 一 男

19 青森県 小学校 三戸町立三戸小学校 さんのへまち さんのへ 小坂　尚 こさか　たかし 一 男

20 青森県 小学校 つがる市立向陽小学校 つがるし こうよう 佐々木　あさ子 ささき　あさこ 五 女

21 青森県 中学校 おいらせ町立下田中学校 おいらせちょう しもだ 梅村　るみ子 うめむら　るみこ 五 女

22 青森県 高等学校 青森県立弘前高等学校 あおもりけん ひろさき 奈良　昌孝 なら　まさたか 二 男

23 青森県 特別支援学校 青森県立八戸第一養護学校 あおもりけん はちのへだいいち 千葉　美保子 ちば　みほこ 五 女

24 岩手県 小学校 盛岡市立杜陵小学校 もりおかし とりょう 久保　紀子 くぼ　のりこ 一 女

25 岩手県 高等学校 岩手県立花巻農業高等学校 いわてけん はなまきのうぎょう 八重樫　剛 やえがし　つよし 四 男

26 宮城県 小学校 気仙沼市立九条小学校 けせんぬまし くじょう 小野寺　直樹 おのでら　なおき 一 男

27 宮城県 小学校 大河原町立大河原南小学校 おおがわらまち おおがわらみなみ 高橋　和子 たかはし　かずこ 一 女

28 宮城県 中学校 女川町立女川第四中学校 おながわちょう おながわだいよん 阿部　一彦 あべ　かずひこ 一 男

29 宮城県 中学校 丸森町立丸森東中学校 まるもりまち まるもりひがし 齋藤　祐一 さいとう　ゆういち 一 男

30 宮城県 中学校 栗原市立栗駒中学校 くりはらし くりこま 曽根　とも子 そね　ともこ 三 女

31 宮城県 高等学校 宮城県石巻工業高等学校 みやぎけん いしのまきこうぎょう 門脇　宏則 かどわき　ひろのり 四 男

32 宮城県 高等学校 宮城県利府高等学校 みやぎけん りふ 今野　美加代 こんの　みかよ 四 女

33 宮城県 高等学校 宮城県泉高等学校 みやぎけん いずみ 長瀬　光弘 ながせ　みつひろ 一 男

34 秋田県 小学校 五城目町立五城目小学校 ごじょうめまち ごじょうめ 合田　マキ子 ごうだ　まきこ 一 女

35 秋田県 小学校 三種町立琴丘小学校 みたねちょう ことおか 髙橋　直樹 たかはし　なおき 一 男

36 秋田県 小学校 横手市立浅舞小学校 よこてし あさまい 和賀　和枝 わが　かずえ 一 女

37 秋田県 中学校 にかほ市立象潟中学校 にかぽし きさかた 相庭　俊一 あいば　しゅんいち 一 男

38 秋田県 中学校 羽後町立羽後中学校 うごまち うご 佐藤　かよ子 さとう　かよこ 一 女

39 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 松井　克彦 まつい　かつひこ 五 男

40 秋田県 特別支援学校 秋田県立盲学校 あきたけん もう 竹田　忠雄 たけだ　ただお 五 男

41 山形県 小学校 川西町立大塚小学校 かわにしまち おおつか 木村　浩登 きむら　ひろと 一 男

42 山形県 小学校 山形市立西小学校 やまがたし にし 佐藤　敬子 さとう　けいこ 六 女

43 山形県 小学校 河北町立谷地南部小学校 かほくちょう やちなんぶ 真木　秀昭 まき　ひであき 六 男

44 山形県 中学校 上山市立宮川中学校 かみのやまし みやかわ 小池　博人 こいけ　ひろと 一 男

45 山形県 中学校 米沢市立第二中学校 よねざわし だいに 金　隆子 こん　たかこ 一 女

46 山形県 中学校 酒田市立平田中学校 さかたし ひらた 出嶋　睦子 でじま　むつこ 六 女

平成２１年度　　被　表　彰　者　名　簿　（公立学校）

※年齢については平成２１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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47 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 盛岡　育 もりおか　いく 二 女

48 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 阿部　仁 あべ　ひとし 一 男

49 山形県 高等学校 山形市立商業高等学校 やまがたし しょうぎょう 高橋　仁 たかはし　ひとし 四 男

50 山形県 特別支援学校 山形県立山形盲学校 やまがたけん やまがたもう 竹田　昭博 たけだ　あきひろ 五 男

51 福島県 小学校 郡山市立芳山小学校 こおりやまし ほうざん 安達　和良 あだち　かずよし 一 男

52 福島県 小学校 只見町立明和小学校 ただみまち めいわ 伊藤　清美 いとう　きよみ 一 女

53 福島県 小学校 会津美里町立本郷第一小学校 あいづみさとまち ほんごうだいいち 菊池　幸実 きくち　ゆきみ 一 女

54 福島県 小学校 中島村立吉子川小学校 なかじまむら よしこがわ 木戸　美智子 きど　みちこ 一 女

55 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 大木　三千恵 おおき　さちえ 三 女

56 福島県 中学校 会津若松市立第四中学校 あいづわかまつし だいよん 兼松　満朗 かねまつ　みつあき 一 男

57 福島県 中学校 二本松市立安達中学校 にほんまつし あだち 日下部　準一 くさかべ　じゅんいち 一 男

58 福島県 中学校 福島市立福島第一中学校 ふくしまし ふくしまだいいち 佐藤　裕子 さとう　ゆうこ 四 女

59 福島県 中学校 田村市立船引中学校 たむらし ふねひき 室井　辰生 むろい　たつお 六 男

60 福島県 高等学校 福島県立福島工業高等学校 ふくしまけん ふくしまこうぎょう 木村　勝人 きむら　まさと 二 男

61 福島県 高等学校 福島県立会津工業高等学校 ふくしまけん あいづこうぎょう 佐藤　正道 さとう　まさみち 六 男

62 福島県 高等学校 福島県立川俣高等学校 ふくしまけん かわまた 髙井　麗子 たかい　れいこ 五 女

63 福島県 特別支援学校 福島県立石川養護学校 ふくしまけん いしかわようご 景山　祐子 かげやま　ゆうこ 三 女

64 茨城県 小学校 ひたちなか市立田彦小学校 ひたちなかし たびこ 浅川　多美子 あさかわ　たみこ 一 女

65 茨城県 小学校 取手市立取手小学校 とりでし とりで 海老原　紀奈子 えびはら　きなこ 五 女

66 茨城県 小学校 行方市立大和第一小学校 なめがたし やまとだいいち 方波見　榮子 かたばみ　えいこ 一 女

67 茨城県 小学校 北茨城市立平潟小学校 きたいばらきし ひらかた 木田　多恵子 きだ　たえこ 一 女

68 茨城県 小学校 日立市立大沼小学校 ひたちし おおぬま 小泉　光子 こいずみ　みつこ 三 女

69 茨城県 小学校 筑西市立下館小学校 ちくせいし しもだて 吹田　成三 すいた　せいぞう 二 男

70 茨城県 小学校 古河市立八俣小学校 こがし やまた 鈴木　共子 すずき　ともこ 五 女

71 茨城県 小学校 坂東市立沓掛小学校 ばんどうし くつかけ 関塚　滋 せきつか　しげる 六 男

72 茨城県 小学校 鉾田市立鉾田小学校 ほこたし ほこた 巽　幸子 たつみ　さちこ 三 女

73 茨城県 小学校 常陸太田市立金砂郷小学校 ひたちおおたし かなさごう 山田　政人 やまだ　まさと 一 男

74 茨城県 小学校 つくば市立竹園東小学校 つくばし たけぞのひがし 吉田　浩 よしだ　ひろし 一 男

75 茨城県 中学校 常総市立水海道西中学校 じょうそうし みつかいどうにし 嶋村　百合子 しまむら　ゆりこ 三 女

76 茨城県 中学校 土浦市立新治中学校 つちうらし にいはり 村山　貴子 むらやま　たかこ 三 女

77 茨城県 高等学校 茨城県立水海道第一高等学校 いばらきけん
みつかいどうだいい
ち

大坪　陽子 おおつぼ　ようこ 二 女

78 茨城県 高等学校 茨城県立高萩高等学校 いばらきけん たかはぎ 岡本　命久 おかもと　みちひさ 一 男

79 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 小林　義行 こばやし　よしゆき 一 男

80 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 齋藤　次男 さいとう　つぎお 二 男

81 茨城県 高等学校 茨城県立波崎柳川高等学校 いばらきけん はさきやながわ 武田　昭彦 たけだ　あきひこ 二 男

82 茨城県 高等学校 茨城県立竜ヶ崎第二高等学校 いばらきけん りゅうがさきだいに 宮田　宗典 みやた　むねのり 四 男

83 茨城県 高等学校 茨城県立竹園高等学校 いばらきけん たけぞの 吉成　隆一 よしなり　りゅういち 四 男

84 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 渡辺　稔 わたなべ　みのる 一 男

85 茨城県 特別支援学校 茨城県立伊奈養護学校 いばらきけん いなようご 塚田　真弓 つかだ　まゆみ 五 女

86 茨城県 特別支援学校 茨城県立協和養護学校 いばらきけん きょうわようご 山口　清美 やまぐち　きよみ 三 女

87 栃木県 小学校 那須塩原市立南小学校 なすしおばらし みなみ 秋田　一子 あきた　かずこ 六 女

88 栃木県 小学校 那珂川町立小川小学校 なかがわまち おがわ 石川　政子 いしかわ　まさこ 一 女

89 栃木県 小学校 佐野市立田沼小学校 さのし たぬま 岡　瑞枝 おか　みずえ 五 女

90 栃木県 小学校 宇都宮市立今泉小学校 うつのみやし いまいずみ 後藤　房子 ごとう　ふさこ 五 女

91 栃木県 小学校 塩谷町立船生東小学校 しおやまち ふにゅうひがし 豊田　久仁子 とよだ　くにこ 一 女

92 栃木県 小学校 足利市立けやき小学校 あしかがし けやき 萩原　和巳 はぎわら　かずみ 一 男

93 栃木県 小学校 下野市立古山小学校 しもつけし こやま 三尾谷　由美子 みおや　ゆみこ 三 女

※年齢については平成２１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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94 栃木県 中学校 大平町立大平南中学校 おおひらまち おおひらみなみ 青木　正徳 あおき　まさのり 六 男

95 栃木県 中学校 真岡市立久下田中学校 まおかし くげた 上野　達彦 うえの　たつひこ 六 男

96 栃木県 中学校 鹿沼市立北犬飼中学校 かぬまし きたいぬかい 野中　久美子 のなか　くみこ 六 女

97 栃木県 高等学校 栃木県立栃木女子高等学校 とちぎけん とちぎじょし 川田　みどり かわだ　みどり 六 女

98 栃木県 高等学校 栃木県立大田原高等学校 とちぎけん おおたわら 齋藤　良則 さいとう　よしのり 二 男

99 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 手塚　拓郎 　 てづか　たくお 六 男

100 栃木県 高等学校 栃木県立栃木翔南高等学校 とちぎけん とちぎしょうなん 橋本　伸一 はしもと　しんいち 六 男

101 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 渡邊　宏 わたなべ　ひろし 六 男

102 群馬県 小学校 高崎市立中央小学校 たかさきし ちゅうおう 大河原　正子 おおかわら　まさこ 一 女

103 群馬県 小学校 長野原町立中央小学校 ながのはらまち ちゅうおう 剱持　利彦 けんもち　としひこ 一 男

104 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 小林　智恵 こばやし　ともえ 一 女

105 群馬県 小学校 沼田市立沼田東小学校 ぬまたし ぬまたひがし 佐藤　紀子 さとう　のりこ 五 女

106 群馬県 中学校 太田市立藪塚本町中学校 おおたし やぶづかほんまち 赤石　隆 あかいし　たかし 二 男

107 群馬県 中学校 前橋市立東中学校 まえばしし あずま 金井　八重子　 かない　やえこ 一 女

108 群馬県 中学校 伊勢崎市立赤堀中学校 いせさきし あかぼり 佐藤　康 さとう　やすし 一 男

109 群馬県 中学校 渋川市立古巻中学校 しぶかわし ふるまき 須田　功 すだ　いさお 六 男

110 群馬県 中学校 藤岡市立北中学校 ふじおかし きた 寺山　敦雄 てらやま　あつお 二 男

111 群馬県 中学校 桐生市立清流中学校 きりゅうし せいりゅう 濁川　こず枝 にごりかわ　こずえ 三 女

112 群馬県 中学校 安中市立第二中学校 あんなかし だいに 山﨑　英俊 やまざき　ひでとし 六 男

113 群馬県 高等学校 群馬県立桐生高等学校 ぐんまけん きりゅう 北爪　徹 きたづめ　とおる 二 男

114 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 木村　信雄 きむら　のぶお 二 男

115 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 高橋　滋 たかはし　しげる 六 男

116 群馬県 高等学校 群馬県立高崎商業高等学校 ぐんまけん たかさきしょうぎょう 千田　正人 ちだ　まさと 一 男

117 群馬県 高等学校 群馬県立桐生南高等学校 ぐんまけん きりゅうみなみ 三芝　功一 みしば　こういち 二 男

118 埼玉県 小学校 川越市立高階南小学校 かわごえし たかしなみなみ 浅見　久江 あさみ　ひさえ 一 女

119 埼玉県 小学校 新座市立東北小学校 にいざし とうほく 今井　一也 いまい　かずや 一 男

120 埼玉県 小学校 入間市立宮寺小学校 いるまし みやでら 小田　誠 おだ　まこと 一 男

121 埼玉県 小学校 三郷市立彦成小学校 みさとし ひこなり 川嶋　歩 かわしま　あゆむ 六 男

122 埼玉県 小学校 久喜市立久喜北小学校 くきし くききた 川羽田　恵美 かわばた　えみ 一 女

123 埼玉県 小学校 加須市立礼羽小学校 かぞし らいは 栗田　裕子 くりた　ゆうこ 二 女

124 埼玉県 小学校 深谷市立藤沢小学校 ふかやし ふじさわ 黒澤　有香 くろさわ　ゆか 五 女

125 埼玉県 小学校 栗橋町立栗橋南小学校 くりはしまち くりはしみなみ 七五三掛　寛美 しめかけ　ひろみ 六 女

126 埼玉県 小学校 八潮市立大原小学校 やしおし だいばら 鈴木　智雄 すずき　ともお 六 男

127 埼玉県 小学校 朝霞市立朝霞第八小学校 あさかし あさかだいはち 田中　誠 たなか　まこと 三 男

128 埼玉県 小学校 春日部市立立野小学校 かすかべし たての 寺田　利枝 てらだ　としえ 三 女

129 埼玉県 小学校 上尾市立東小学校 あげおし ひがし 豊田　好伸 とよだ　よしのぶ 二 男

130 埼玉県 小学校 所沢市立若松小学校 ところざわし わかまつ 野村　洋子 のむら　ようこ 六 女

131 埼玉県 小学校 杉戸町立高野台小学校 すぎとまち たかのだい 服部　静子 はっとり　しずこ 六 女

132 埼玉県 小学校 本庄市立本庄南小学校 ほんじょうし ほんじょうみなみ 濵名　奈保子 はまな　なほこ 一 女

133 埼玉県 小学校 深谷市立桜ヶ丘小学校 ふかやし さくらがおか 横山　久美子 よこやま　くみこ 五 女

134 埼玉県 小学校 越生町立梅園小学校 おごせまち うめその 吉澤　靖代 よしざわ　やすよ 一 女

135 埼玉県 中学校 北本市立北本中学校 きたもとし きたもと 浅尾　静夫 あさお　しずお 六 男

136 埼玉県 中学校 熊谷市立三尻中学校 くまがやし みしり 新井　眞理子 あらい　まりこ 三 女

137 埼玉県 中学校 所沢市立所沢中学校 ところざわし ところざわ 出居　正之 いでい　まさゆき 一 男

138 埼玉県 中学校 春日部市立武里中学校 かすかべし たけさと 卜部　一恵 うらべ　かずえ 一 女

139 埼玉県 中学校 坂戸市立坂戸中学校 さかどし さかど 奥隅  一之 おくずみ　かずゆき 六 男

140 埼玉県 中学校 鴻巣市立鴻巣中学校 こうのすし こうのす 菊地　利江 きくち　としえ 六 女

※年齢については平成２１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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141 埼玉県 中学校 熊谷市立三尻中学校 くまがやし みしり 黒澤　正之 くろさわ　まさゆき 二 男

142 埼玉県 中学校 嵐山町立菅谷中学校 らんざんまち すがや 下村　治 しもむら　はじめ 一 男

143 埼玉県 中学校 鴻巣市立鴻巣西中学校 こうのすし こうのすにし 坪谷　武安 つぼや　たけやす 六 男

144 埼玉県 中学校 鷲宮町立鷲宮中学校 わしみやまち わしみや 中田　泰広 なかだ　やすひろ 一 男

145 埼玉県 中学校 桶川市立加納中学校 おけがわし かのう 森田　晋 もりた　すすむ 一 男

146 埼玉県 中学校 蓮田市立蓮田南中学校 はすだし はすだみなみ 安田　修一 やすだ　しゅういち 一 男

147 埼玉県 中学校 草加市立松江中学校 そうかし まつえ 柳武　尚広 やなたけ　なおひろ 六 男

148 埼玉県 高等学校 埼玉県立春日部工業高等学校 さいたまけん かすかべこうぎょう 荻野　登 おぎの　のぼる 六 男

149 埼玉県 高等学校 埼玉県立大宮高等学校 さいたまけん おおみや 古谷野　秀夫 こやの　ひでお 一 男

150 埼玉県 高等学校 埼玉県立蓮田高等学校 さいたまけん はすだ 鈴木　学 すずき　まなぶ 二 男

151 埼玉県 高等学校 埼玉県立与野高等学校 さいたまけん よの 中川　和佳 なかがわ　かずよし 一 男

152 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 長島　巌 ながしま　いわお 六 男

153 埼玉県 高等学校 埼玉県立松山女子高等学校 さいたまけん まつやまじょし 皆川　裕紀 みながわ　ゆうき 六 女

154 埼玉県 高等学校 埼玉県立幸手商業高等学校 さいたまけん さってしょうぎょう 柳田　吉典 やなぎだ　よしのり 二 男

155 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 平間　厚宏 ひらま　あつひろ 五 男

156 千葉県 小学校 大網白里町立白里小学校 おおあみしらさとまち しらさと 伊藤　英希 いとう　ひでき 一 男

157 千葉県 小学校 白子町立白潟小学校 しらこまち しらかた 井上　真弓 いのうえ　まゆみ 一 女

158 千葉県 小学校 流山市立東深井小学校 ながれやまし ひがしふかい 遠藤　由樹 えんどう　ただき 一 男

159 千葉県 小学校 佐倉市立西志津小学校 さくらし にししづ 下道　由佳 したみち　ゆか 一 女

160 千葉県 小学校 船橋市立海神小学校 ふなばしし かいじん 清水　郁子 しみず　いくこ 一 女

161 千葉県 小学校 芝山町立東小学校 しばやままち ひがし 神保　和子　 じんぼ　かずこ 六 女

162 千葉県 小学校 八千代市立勝田台南小学校 やちよし かつただいみなみ 瀧澤　昭彦 たきざわ　あきひこ 一 男

163 千葉県 小学校 市川市立八幡小学校 いちかわし やわた 中嶋　信子 なかじま　のぶこ 一 女

164 千葉県 小学校 我孫子市立布佐小学校 あびこし ふさ 中野　直美 なかの　なおみ 六 女

165 千葉県 小学校 香取市立佐原小学校 かとりし さわら 根本　淑子 ねもと　よしこ 六 女

166 千葉県 小学校 香取市立東大戸小学校 かとりし ひがしおおと 森　智子 もり　ともこ 三 女

167 千葉県 小学校 船橋市立高根台第三小学校 ふなばしし たかねだいだいさん 八重樫　勝伸 やえがし　かつみ 一 男

168 千葉県 小学校 浦安市立浦安小学校 うらやすし うらやす 山本　伸一 やまもと　しんいち 一 男

169 千葉県 小学校 君津市立貞元小学校 きみつし さだもと 若林　洋子 わかばやし　ようこ 一 女

170 千葉県 中学校 流山市立西初石中学校 ながれやまし にしはついし 石川　昌一 いしかわ　しょういち 二 男

171 千葉県 中学校 野田市立第一中学校 のだし だいいち 石崎　義弘 いしざき　よしひろ 一 男

172 千葉県 中学校 市原市立双葉中学校 いちはらし ふたば 内田　ひとみ うちだ　ひとみ 一 女

173 千葉県 中学校 松戸市立小金中学校 まつどし こがね 小川　由紀雄 おがわ　ゆきお 六 男

174 千葉県 中学校 いすみ市立大原中学校 いすみし おおはら 小寺　稔　　　　　 こてら　みのる 六 男

175 千葉県 中学校 銚子市立第五中学校 ちょうしし だいご 小林　正幸 こばやし　まさゆき 六 男

176 千葉県 中学校 銚子市立第三中学校 ちょうしし だいさん 小堀　悦子 こぼり　えつこ 三 女

177 千葉県 中学校 旭市立干潟中学校 あさひし ひかた 土屋　敦 つちや　あつし 一 男

178 千葉県 中学校 習志野市立第五中学校 ならしのし だいご 天田　正弘 てんだ　まさひろ 二 男

179 千葉県 中学校 柏市立手賀中学校 かしわし てが 松丸　敏和 まつまる　としかず 六 男

180 千葉県 中学校 市原市立八幡中学校 いちはらし やわた 水戸　正衛 みと　まさえい 五 男

181 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 石毛　宏二 いしげ　こうじ 六 男

182 千葉県 高等学校 千葉県立四街道北高等学校 ちばけん よつかいどうきた 岡田　実 おかだ　みのる 一 男

183 千葉県 高等学校 千葉県立市原八幡高等学校 ちばけん いちはらやわた 笠原　孝夫 かさはら　たかお 一 男

184 千葉県 高等学校 千葉県立野田中央高等学校 ちばけん のだちゅうおう 佐藤　圭 さとう　きよし 一 男

185 千葉県 高等学校 千葉県立安房高等学校 ちばけん あわ 早川　貴英　 はやかわ　たかひで 二 男

186 千葉県 高等学校 千葉県立市原高等学校 ちばけん いちはら 間宮　祐治 まみや　ゆうじ 二 男

187 千葉県 高等学校 千葉県立関宿高等学校 ちばけん せきやど 山岸　隆 やまぎし　たかし 六 男

※年齢については平成２１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。



No.
都道府県・
指定都市名

学校種 学校名
ふりがな
（設置者）

ふりがな
（学校）

氏名 ふりがな
実践
分野

性別

188 千葉県 特別支援学校 千葉県立長生特別支援学校 ちばけん ちょうせい 藤盛　康子　 ふじもり　やすこ 五 女

189 千葉県 特別支援学校 千葉県立袖ケ浦特別支援学校 ちばけん そでがうら 松原　和美 まつばら　かずみ 五 女

190 東京都 小学校 小平市立小平第三小学校 こだいらし こだいらだいさん 井口　修 いぐち　しゅう 六 男

191 東京都 小学校 世田谷区立東玉川小学校 せたがやく ひがしたまがわ 長田　清 おさだ　きよし 一 男

192 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 柿崎　洋一 かきざき　よういち 六 男

193 東京都 小学校 江東区立豊洲北小学校 こうとうく とよすきた 川辺　章絵 かわべ　あきえ 六 女

194 東京都 小学校 板橋区立高島第五小学校 いたばしく たかしまだいご 菊本　るり子 きくもと　るりこ 六 女

195 東京都 小学校 文京区立小日向台町小学校 ぶんきょうく こひなただいまち 黒川　君江 くろかわ　きみえ 五 女

196 東京都 小学校 三鷹市立井口小学校 みたかし いぐち 五味川　直季 ごみかわ　なおき 六 男

197 東京都 小学校 世田谷区立八幡山小学校 せたがやく はちまんやま 坂口　夛恵子 さかぐち　たえこ 六 女

198 東京都 小学校 府中市立府中第一小学校 ふちゅうし ふちゅうだいいち 宍戸　晴美 ししど　はるみ 四 女

199 東京都 小学校 福生市立福生第三小学校 ふっさし ふっさだいさん 柴田　忠幸 しばた　ただゆき 一 男

200 東京都 小学校 小平市立小平第二小学校 こだいらし こだいらだいに 杉山　雅則 すぎやま　まさのり 六 男

201 東京都 小学校 荒川区立第六日暮里小学校 あらかわく だいろくにっぽり 髙原　利恵 たかはら　りえ 一 女

202 東京都 小学校 調布市立八雲台小学校 ちょうふし やぐもだい 玉田　洋子 たまだ　ようこ 五 女

203 東京都 小学校 日野市立日野第一小学校 ひのし ひのだいいち 戸田　和子 とだ　かずこ 五 女

204 東京都 小学校 狛江市立緑野小学校 こまえし みどりの 中田　壽子 なかた　としこ 四 女

205 東京都 小学校 江戸川区立篠崎第五小学校 えどがわく しのざきだいご 庭野　優子 にわの　ゆうこ 一 女

206 東京都 小学校 稲城市立若葉台小学校 いなぎし わかばだい 藤田　恭子 ふじた　きょうこ 二 女

207 東京都 小学校 中央区立泰明小学校 ちゅうおうく たいめい 細山　貴信 ほそやま　たかのぶ 一 男

208 東京都 小学校 目黒区立大岡山小学校 めぐろく おおおかやま 松田　和子 まつだ　かずこ 一 女

209 東京都 小学校 文京区立窪町小学校 ぶんきょうく くぼまち 松野　薫子 まつの　のぶこ 一 女

210 東京都 小学校 国立市立国立第六小学校 くにたちし くにたちだいろく 三浦　勝夫 みうら　まさお 五 男

211 東京都 小学校
武蔵村山市立第四小学校（武蔵村山
市立第二中学校兼務）

むさしむらやまし だいよん 山田　宏 やまだ　ひろし 六 男

212 東京都 中学校 文京区立茗台中学校 ぶんきょうく めいだい 阿久津　仁史 あくつ　ひとし 一 男

213 東京都 中学校 東久留米市立西中学校 ひがしくるめ にし 尾石　智洋 おいし　ともひろ 四 男

214 東京都 中学校 台東区立駒形中学校 たいとうく こまがた 大熊　清 おおくま　きよし 一 男

215 東京都 中学校 荒川区立第三中学校 あらかわく だいさん 小椋　由紀子 おぐら　ゆきこ 一 女

216 東京都 中学校 荒川区立第四中学校 あらかわく だいよん 鹿嶋　真弓 かしま　まゆみ 二 女

217 東京都 中学校 府中市立府中第一中学校 ふちゅうし ふちゅうだいいち 蒲　健一 かば　けんいち 三 男

218 東京都 中学校 八王子市立中山中学校 はちおうじし なかやま 工藤　和子 くどう　かずこ 一 女

219 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 小山  鉄也 こやま　てつや 四 男

220 東京都 中学校 八王子市立川口中学校 はちおうじし かわぐち 齋藤　光人 さいとう　みつひと 二 男

221 東京都 中学校 江東区立第三砂町中学校 こうとうく だいさんすなまち 佐藤　智哉 さとう　としや 三 男

222 東京都 中学校 新宿区立牛込第三中学校 しんじゅくく うしごめだいさん 鈴木　清寿 すずき　せいじゅ 一 男

223 東京都 中学校 文京区立第六中学校 ぶんきょうく だいろく 土井　佳奈 どい　かな 三 女

224 東京都 中学校 三鷹市立第五中学校 みたかし だいご 藤木　格 ふじき　かく 六 男

225 東京都 中学校 府中市立府中第四中学校 ふちゅうし ふちゅうだいよん 横田　純子 よこた　じゅんこ 四 女

226 東京都 高等学校 東京都立江戸川高等学校 とうきょうと えどがわ 阿部　正彦 あべ　まさひこ 四 男

227 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 小平　まり こだいら　まり 四 女

228 東京都 高等学校 東京都立調布北高等学校 とうきょうと ちょうふきた 芝　宏幸 しば　ひろゆき 一 男

229 東京都 高等学校 東京都立稔ケ丘高等学校 とうきょうと みのりがおか 西川　一臣 にしかわ　かずおみ 二 男

230 東京都 高等学校 東京都立駒場高等学校 とうきょうと こまば 野々内　幸則 ののうち　ゆきのり 四 男

231 東京都 高等学校 東京都立美原高等学校 とうきょうと みはら 野村　賢一 のむら　けんいち 四 男

232 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 堀川　宏郎 ほりかわ　ひろお 四 男

233 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 武藏 　史朗 むさし　しろう 四 男

234 東京都 高等学校 東京都立八王子桑志高等学校 とうきょうと はちおうじそうし 村山　宏幸 むらやま　ひろゆき 四 男

※年齢については平成２１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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235 東京都 高等学校 東京都立富士高等学校 とうきょうと ふじ 矢島　隆 やじま　たかし 四 男

236 東京都 高等学校 東京都立駒場高等学校 とうきょうと こまば 山下　正人 やました　まさひと 四 男

237 東京都 高等学校 東京都立練馬工業高等学校 とうきょうと ねりまこうぎょう 山本　誠 やまもと　まこと 一 男

238 東京都 高等学校 東京都立松原高等学校 とうきょうと まつばら 吉田　惠美 よしだ　さとみ 二 女

239 東京都 中等教育学校 東京都立桜修館中等教育学校 とうきょうと おうしゅうかん 佐藤　洋 さとう　ひろし 一 男

240 東京都 特別支援学校 東京都立七生特別支援学校 とうきょうと ななお 磯部　裕子 いそべ　ひろこ 五 女

241 東京都 特別支援学校 東京都立中野特別支援学校 とうきょうと なかの 岩﨑　陽子　 いわさき　ようこ 五 女

242 東京都 特別支援学校 東京都立しいの木特別支援学校 とうきょうと しいのき 岡田　登美枝 おかだ　とみえ 五 女

243 神奈川県 小学校 大井町立上大井小学校 おおいまち かみおおい 池澤　和美 いけざわ　かずみ 一 女

244 神奈川県 小学校 海老名市立上星小学校 えびなし じょうせい 石井　友紀 いしい　ゆき 一 女

245 神奈川県 小学校 葉山町立葉山小学校 はやままち はやま 今井　昭子 いまい　しょうこ 一 女

246 神奈川県 小学校 南足柄市立南足柄小学校 みなみあしがらし みなみあしがら 守屋　亜津砂 もりや　あづさ 一 女

247 神奈川県 小学校 横須賀市立夏島小学校 よこすかし なつしま 渡辺　ゆきか わたなべ　ゆきか 一 女

248 神奈川県 中学校 伊勢原市立中沢中学校 いせはらし なかざわ 石川　茂雄 いしかわ　しげお 一 男

249 神奈川県 中学校 座間市立南中学校 ざまし みなみ 川邉　裕敏 かわべ　ひろとし 一 男

250 神奈川県 中学校 綾瀬市立綾北中学校 あやせし りょうほく 小松　美樹 こまつ　みき 一 男

251 神奈川県 中学校 相模原市立相原中学校 さがみはらし あいはら 佐藤　修 さとう　おさむ 一 男

252 神奈川県 中学校 藤沢市立湘南台中学校 ふじさわし しょうなんだい 土山　明子 つちやま　あきこ 一 女

253 神奈川県 中学校 大和市立引地台中学校 やまとし ひきじだい 西舘　健吾 にしだて　けんご 四 男

254 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 増田　秀和 ますだ　ひでかず 一 男

255 神奈川県 中学校 平塚市立金旭中学校 ひらつかし きんきょく 山﨑　幸子 やまざき　さちこ 一 女

256 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 阿部　眞理子 あべ　まりこ 三 女

257 神奈川県 高等学校 神奈川県立向の岡工業高等学校 かながわけん むかいのおか 飯野　義則 いいの　よしのり 四 男

258 神奈川県 高等学校 神奈川県立松陽高等学校 かながわけん しょうよう 今村　梅子 いまむら　うめこ 一 女

259 神奈川県 高等学校 神奈川県立平塚江南高等学校 かながわけん ひらつかこうなん 岩崎　幸代 いわさき　ゆきよ 一 女

260 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 尾花　健司 おばな　たけし 四 男

261 神奈川県 高等学校 神奈川県立横浜立野高等学校 かながわけん よこはまたての 来代　裕子 きただい　ゆうこ 四 女

262 神奈川県 高等学校 神奈川県立向の岡工業高等学校 かながわけん むかいのおか 小山　辰彦 こやま　たつひこ 一 男

263 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 鈴木　栄 すずき　さかえ 一 女

264 神奈川県 中等教育学校 神奈川県立相模原中等教育学校 かながわけん さがみはら 鈴木　恭子 すずき　きょうこ 一 女

265 神奈川県 特別支援学校 神奈川県立高津養護学校 かながわけん たかつようご 今泉　修一 いまいずみ　しゅういち 五 男

266 神奈川県 特別支援学校 神奈川県立小田原養護学校 かながわけん おだわらようご 佐藤　美保 さとう　みほ 一 女

267 新潟県 小学校 長岡市立希望が丘小学校 ながおかし きぼうがおか 今井　昌子 いまい　しょうこ 三 女

268 新潟県 小学校 長岡市立栖吉小学校 ながおかし すよし 宇賀田　和雄 うがた　かずお 一 男

269 新潟県 小学校 五泉市立五泉小学校 ごせんし ごせん 小野　裕子 おの　ゆうこ 一 女

270 新潟県 小学校 上越市立飯小学校 じょうえつし いい 貝川　道子 かいがわ　みちこ 一 女

271 新潟県 小学校 見附市立見附小学校 みつけし みつけ 山崎　勝之 やまざき　かつゆき 一 男

272 新潟県 中学校 川口町立川口中学校 かわぐちまち かわぐち 岩田　孝志 いわた　たかし 一 男

273 新潟県 中学校 長岡市立宮内中学校 ながおかし みやうち 久保田　武 くぼた　たけし 四 男

274 新潟県 中学校 長岡市立東中学校 ながおかし ひがし 熊倉　史也 くまくら　ふみや 四 男

275 新潟県 中学校 糸魚川市立糸魚川東中学校 いといがわし いといがわひがし 小池　修 こいけ　おさむ 二 男

276 新潟県 中学校 村上市立荒川中学校 むらかみし あらかわ 田澤　充哉 たざわ　みつや 一 男

277 新潟県 高等学校 新潟県立新潟高等学校 にいがたけん にいがた 小川　純子 おがわ　じゅんこ 三 女

278 新潟県 高等学校 新潟県立国際情報高等学校 にいがたけん こくさいじょうほう 髙橋　政廣 たかはし　まさひろ 二 男

279 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 山口　元美 やまぐち　もとみ 二 男

280 新潟県 高等学校 新潟県立新発田農業高等学校 にいがたけん しばたのうぎょう 山田　隆生 やまだ　たかお 六 男

281 新潟県 中等教育学校 新潟県立柏崎翔洋中等教育学校 にいがたけん かしわざきしょうよう 島津　優子 しまづ　ゆうこ 一 女

※年齢については平成２１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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282 新潟県 特別支援学校 新潟県立新潟聾学校 にいがたけん にいがたろう 駒澤　恵美子 こまざわ　えみこ 五 女

283 富山県 小学校 南砺市立福野小学校 なんとし ふくの 河合　紀美子 かわい　きみこ 五 女

284 富山県 小学校 射水市立放生津小学校 いみずし ほうじょうづ 後谷　仲子 ごうたに　なかこ 一 女

285 富山県 小学校 黒部市立東布施小学校 くろべし ひがしふせ 堀川　百合子 ほりかわ　ゆりこ 一 女

286 富山県 小学校 入善町立飯野小学校 にゅうぜんまち いいの 松田　智美 まつだ　さとみ 一 女

287 富山県 中学校 富山市立速星中学校 とやまし はやほし 武野　修治 たけの　しゅうじ 二 男

288 富山県 高等学校 富山県立高岡高等学校 とやまけん たかおか 城岡　朋洋 しろおか　ともひろ 一 男

289 富山県 特別支援学校 富山県立盲学校 とやまけん もう 谷内　正史 たにうち　まさし 五 男

290 石川県 小学校 七尾市立能登島小学校 ななおし のとじま 阿部　斉 あべ　ひとし 六 男

291 石川県 小学校 金沢市立小立野小学校 かなざわし こだつの 上田　笑美子 うえだ　えみこ 六 女

292 石川県 小学校 加賀市立作見小学校 かがし さくみ 佐野　隆好 さの　たかよし 一 男

293 石川県 中学校 七尾市立御祓中学校 ななおし みそぎ 佐藤　とも子 さとう　ともこ 一 女

294 石川県 中学校 能美市立辰口中学校 のみし たつのくち 西田　誠一 にした　せいいち 六 男

295 石川県 中学校 中能登町立鹿島中学校 なかのとまち かしま 山本　浩之 やまもと　ひろゆき 六 男

296 石川県 高等学校 石川県立小松工業高等学校 いしかわけん こまつこうぎょう 合場　孝之 あいば　たかゆき 二 男

297 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

高倉　英明 たかくら　ひであき 一 男

298 石川県 高等学校 石川県立小松商業高等学校 いしかわけん こまつしょうぎょう 日野　正尚 ひの　まさなお 二 男

299 福井県 小学校 永平寺町御陵小学校 えいへいじちょう ごりょう 上田　嘉彦 うえだ　よしひこ 一 男

300 福井県 小学校 坂井市立長畝小学校 さかいし のうね 分見　三枝子 わけみ　みえこ 三 女

301 福井県 中学校 あわら市金津中学校 あわらし かなづ 北嶋　由美子 きたじま　ゆみこ 六 女

302 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 斎藤　雅代 さいとう　まさよ 四 女

303 福井県 中学校 越前市武生第二中学校 えちぜんし たけふだいに 棟田　美佐子 むねだ　みさこ 五 女

304 福井県 高等学校 福井県立福井商業高等学校 ふくいけん ふくいしょうぎょう 今川　佳紀 いまがわ　よしき 一 男

305 福井県 高等学校 福井県立大野高等学校 ふくいけん おおの 竹吉　睦 たけよし　むつみ 一 男

306 山梨県 小学校 身延町立静川小学校 みのぶちょう しずかわ 大木　幸子 おおき　さちこ 三 女

307 山梨県 小学校 笛吹市立石和東小学校 ふえふきし いさわひがし 志村　寿美 しむら　としみ 一 女

308 山梨県 小学校 増穂町立増穂小学校 ますほちょう ますほ 高橋　由子 たかはし　ゆうこ 五 女

309 山梨県 中学校 富士吉田市立下吉田中学校 ふじよしだし しもよしだ 佐藤　きく子 さとう　きくこ 一 女

310 山梨県 中学校 北杜市立甲陵中学校 ほくとし こうりょう 島　眞由美 しま　まゆみ 一 女

311 山梨県 中学校 昭和町立押原中学校 しょうわちょう おしはら 山本　成利 やまもと　なるとし 四 男

312 山梨県 高等学校 山梨県立山梨園芸高等学校 やまなしけん やまなしえんげい 古郡　文春　 ふるごおり　ふみはる 四 男

313 山梨県 特別支援学校 山梨県立富士見支援学校 やまなしけん ふじみ 小田切　一博 おだぎり　かずひろ 五 男

314 長野県 小学校 小諸市立野岸小学校 こもろし のぎし 市川　ゆり子 いちかわ　ゆりこ 六 女

315 長野県 小学校 茅野市立玉川小学校 ちのし たまがわ 牛山　智子 うしやま　ともこ 一 女

316 長野県 小学校 上田市立南小学校 うえだし みなみ 齋藤　百合子 さいとう　ゆりこ 六 女

317 長野県 小学校 南木曽町立南木曽小学校 なぎそまち なぎそ 科野　仁史 しなの　ひとし 一 男

318 長野県 小学校 松本市立島内小学校 まつもとし しまうち 鳥山　哲夫 とりやま　てつお 五 男

319 長野県 小学校 白馬村立白馬北小学校 はくばむら はくばきた 成瀬　敬子 なるせ　けいこ 五 女

320 長野県 小学校 飯田市立伊賀良小学校 いいだし いがら 蜂谷　昌幸 はちや　まさゆき 五 男

321 長野県 小学校 須坂市立仁礼小学校 すざかし にれい 米山　修一 よねやま　しゅういち 一 男

322 長野県 中学校 飯綱町立飯綱中学校 いいづなまち いいづな 岡本　健郎 おかもと　けんろう 一 男

323 長野県 中学校 塩尻市立楢川中学校 しおじりし ならかわ 高山　勝行 たかやま　かつゆき 一 男

324 長野県 中学校 山ノ内町立山ノ内中学校 やまのうちまち やまのうち 舘林　弘毅 たてばやし　ひろたか 六 男

325 長野県 中学校 飯山市立第二中学校 いいやまし だいに 日台　智子 ひだい　ともこ 一 女

326 長野県 中学校 安曇野市立明科中学校 あづみのし あかしな 丸山　茂 まるやま　しげる 二 男

327 長野県 高等学校 長野県松本工業高等学校 ながのけん まつもとこうぎょう 赤羽　治 あかはね　おさむ 一 男

328 長野県 高等学校 長野県長野商業高等学校 ながのけん ながのしょうぎょう 坂口　健之 さかぐち　たけゆき 一 男

※年齢については平成２１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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329 長野県 高等学校 長野県上田染谷丘高等学校 ながのけん うえだそめやおか 竹内　光礼 たけうち　みつのり 六 男

330 長野県 高等学校 長野県長野東高等学校 ながのけん ながのひがし 玉城　良二 たまき　りょうじ 四 男

331 長野県 特別支援学校 長野県若槻養護学校 ながのけん わかつきようご 馬場　博雄 ばば　ひろお 五 男

332 岐阜県 小学校 関市立桜ヶ丘小学校 せきし さくらがおか 遠藤　睦史 えんどう　ちかし 六 男

333 岐阜県 小学校 富加町立富加小学校 とみかちょう とみか 奥田　真穂 おくだ　まほ 一 女

334 岐阜県 小学校 垂井町立垂井小学校 たるいちょう たるい 川崎　冷子 かわさき　れいこ 五 女

335 岐阜県 小学校 高山市立東小学校 たかやまし ひがし 坂　和貴子 さか　わきこ 五 女

336 岐阜県 小学校 瑞浪市立瑞浪小学校 みずなみし みずなみ 中島　直美 なかしま　なおみ 五 女

337 岐阜県 小学校 岐阜市立明徳小学校 ぎふし めいとく 久田　えい子 ひさだ　えいこ 五 女

338 岐阜県 中学校
美濃加茂市富加町中学校組合立双葉
中学校

みのかもしとみかちょう
ちゅうがっこうくみあい

ふたば 安藤　充優 あんどう　みつまさ 二 男

339 岐阜県 中学校 多治見市立南ヶ丘中学校 たじみし みなみがおか 伊藤　弘志 いとう　ひろし 二 男

340 岐阜県 中学校 飛騨市立河合中学校 ひだし かわい 小西　清美 こにし　きよみ 二 女

341 岐阜県 中学校 輪之内町立輪之内中学校 わのうちちょう わのうち 樋口　章夫 ひぐち　あきお 一 男

342 岐阜県 中学校 笠松町立笠松中学校 かさまつちょう かさまつ 冬野　英二郎 ふゆの　えいじろう 六 男

343 岐阜県 中学校 郡上市立白鳥中学校 ぐじょうし しろとり 横山　真一 よこやま　しんいち 一 男

344 岐阜県 高等学校 岐阜県立岐阜高等学校 ぎふけん ぎふ 園部　利彦 そのべ　としひこ 六 男

345 岐阜県 高等学校 岐阜県立飛騨神岡高等学校 ぎふけん ひだかみおか 野田　晶子 のだ　あきこ 一 女

346 岐阜県 高等学校 岐阜県立岐南工業高等学校 ぎふけん ぎなん 藤田　隆康 ふじた　たかやす 四 男

347 岐阜県 高等学校 岐阜県立羽島高等学校 ぎふけん はしま 山村　武夫 やまむら　たけお 二 男

348 岐阜県 特別支援学校 岐阜県立大垣特別支援学校 ぎふけん おおがき 杉山　吉博 すぎやま　よしひろ 五 男

349 静岡県 幼稚園 三島市立錦田幼稚園 みしまし にしきだ 眞田　みやこ さなだ　みやこ 六 女

350 静岡県 小学校 島田市立島田第一小学校 しまだし しまだだいいち 五條　早規子 ごじょう　さきこ 一 女

351 静岡県 小学校 伊東市立宇佐美小学校 いとうし うさみ 佐々木　コスミ ささき　こすみ 一 女

352 静岡県 小学校 清水町立南小学校 しみずちょう みなみ 髙橋　淳子 たかはし　じゅんこ 五 女

353 静岡県 小学校 袋井市立袋井東小学校 ふくろいし ふくろいひがし 滝口　多香枝 たきぐち　たかえ 三 女

354 静岡県 小学校 沼津市立静浦西小学校 ぬまづし しずうらにし 土屋　正 つちや　ただし 二 男

355 静岡県 小学校 磐田市立東部小学校 いわたし とうぶ 袴田　恭紹 はかまた　やすつぐ 六 男

356 静岡県 小学校 伊豆市立大見小学校 いずし おおみ 山本　敏江 やまもと　としえ 六 女

357 静岡県 中学校 南伊豆町立南伊豆中学校 みなみいずちょう みなみいず 加藤　生喜 かとう　きよし 一 男

358 静岡県 中学校 富士市立吉原北中学校 ふじし よしわらきた 佐野　れい子 さの　れいこ 一 女

359 静岡県 中学校 掛川市立西中学校 かけがわし にし 山崎　公男 やまざき　きみお 二 男

360 静岡県 中学校 川根本町立本川根中学校 かわねほんちょう ほんかわね 山下　富士夫 やました　ふじお 一 男

361 静岡県 高等学校 静岡県立浜松城北工業高等学校 しずおかけん
はままつじょうほくこ
うぎょう

内山　宣延 うちやま　よしのぶ 六 男

362 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 佐原　正靖 さはら　まさやす 六 男

363 静岡県 高等学校 静岡県立藤枝西高等学校 しずおかけん ふじえだにし 澤入　光広 さわいり　みつひろ 二 男

364 静岡県 高等学校 静岡県立伊豆中央高等学校 しずおかけん いずちゅうおう 土屋　悟 つちや　さとる 一 男

365 静岡県 高等学校 静岡県立沼津西高等学校 しずおかけん ぬまづにし 成田　優 なりた　まさる 六 男

366 静岡県 高等学校 静岡県立吉田高等学校 しずおかけん よしだ 福嶋　みちる ふくしま　みちる 六 女

367 静岡県 特別支援学校 静岡県立静岡視覚特別支援学校 しずおかけん しずおかしかく 久田　まり子 ひさだ　まりこ 五 女

368 愛知県 小学校 尾張旭市立瑞鳳小学校 おわりあさひし ずいほう 諫山　鉄雄 いさやま　てつお 六 男

369 愛知県 小学校 知立市立知立東小学校 ちりゅうし ちりゅうひがし 石川　千加子 いしかわ　ちかこ 一 女

370 愛知県 小学校 豊田市立小清水小学校 とよたし こしみず 伊豆原　明美 いずはら　あけみ 三 女

371 愛知県 小学校 安城市立志貴小学校 あんじょうし しき 岩月　佐江子 いわつき　さえこ 三 女

372 愛知県 小学校 美和町立篠田小学校 みわちょう しのだ 片岡　秀夫 かたおか　ひでお 四 男

373 愛知県 小学校 弥富市立弥生小学校 やとみし やよい 佐治　滝博 さじ　たきひろ 六 男

374 愛知県 小学校 豊田市立東保見小学校 とよたし ひがしほみ 柴田　みどり しばた　みどり 六 女

375 愛知県 小学校 西尾市立寺津小学校 にしおし てらづ 鈴木　洋一 すずき　よういち 六 男

※年齢については平成２１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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376 愛知県 小学校 豊橋市立旭小学校 とよはしし あさひ 中村　洋子 なかむら　ようこ 五 女

377 愛知県 小学校 豊明市立栄小学校 とよあけし さかえ 野々山　美津子 ののやま　みつこ 一 女

378 愛知県 小学校 新城市立新城小学校 しんしろし しんしろ 道奥　幹代 みちおく　みきよ 五 女

379 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 満本　妙子 みつもと　たえこ 一 女

380 愛知県 小学校 稲沢市立片原一色小学校 いなざわし かたはらいしき 幸野　哲良 ゆきの　てつよし 六 男

381 愛知県 小学校 春日井市立篠木小学校 かすがいし しのぎ 渡辺　香 わたなべ　かおり 五 女

382 愛知県 中学校 大府市立大府中学校 おおぶし おおぶ 明壁　啓純 あすかべ　ひろずみ 一 男

383 愛知県 中学校 小坂井町立小坂井中学校 こざかいちょう こざかい 安藤　昌巳 あんどう　まさみ 二 男

384 愛知県 中学校 岡崎市立六ッ美北中学校 おかざきし むつみきた 伊澤　勉 いざわ　つとむ 二 男

385 愛知県 中学校 蒲郡市立三谷中学校 がまごおりし みや 今村　ひろみ いまむら　ひろみ 六 女

386 愛知県 中学校 刈谷市立雁が音中学校 かりやし かりがね 加藤　祐介　 かとう　ゆうすけ 四 男

387 愛知県 中学校 武豊町立富貴中学校 たけとよちょう ふき 土井　香代 どい　かよ 四 女

388 愛知県 中学校 南知多町立豊浜中学校 みなみちたちょう とよはま 中野　猛 なかの　たけし 四 男

389 愛知県 中学校 北名古屋市立熊野中学校 きたなごやし くまの 服部　千之助 はっとり　せんのすけ 二 男

390 愛知県 中学校 岩倉市立南部中学校 いわくらし なんぶ 樋川　裕 ひかわ　ひろし 一 男

391 愛知県 中学校 小牧市立小牧西中学校 こまきし こまきにし 松浦　克己 まつうら　かつみ 一 男

392 愛知県 中学校 一宮市立北方中学校 いちのみやし きたがた 横山　登茂子 よこやま　ともこ 三 女

393 愛知県 高等学校 愛知県立安城東高等学校 あいちけん あんじょうひがし 大野　正樹 おおの　まさき 六 男

394 愛知県 高等学校 愛知県立犬山高等学校 あいちけん いぬやま 上島　昌之 かみじま　まさゆき 二 男

395 愛知県 高等学校 愛知県立西尾東高等学校 あいちけん にしおひがし 鈴木　崇弘 すずき　たかひろ 六 男

396 愛知県 高等学校 愛知県立小牧南高等学校 あいちけん こまきみなみ 鈴木　雅博 すずき　まさひろ 三 男

397 愛知県 高等学校 愛知県立衣台高等学校 あいちけん ころもだい 鈴木　正博 すずき　まさひろ 六 男

398 愛知県 高等学校 愛知県立豊田北高等学校 あいちけん とよたきた 中根　茂 なかね　しげる 一 男

399 愛知県 高等学校 愛知県立高蔵寺高等学校 あいちけん こうぞうじ 成田　和憲 なりた　かずのり 六 男

400 愛知県 高等学校 愛知県立海翔高等学校 あいちけん かいしょう 難波　康哉 なんば　やすし 一 男

401 愛知県 高等学校 愛知県立半田高等学校 あいちけん はんだ 八谷　裕子 やつや　ひろこ 三 女

402 愛知県 特別支援学校 愛知県立岡崎盲学校 あいちけん おかざきもう 梅村　光治 うめむら　みつはる 五 男

403 愛知県 特別支援学校 愛知県立佐織養護学校 あいちけん さおりようご 大島　芳徳 おおしま　よしのり 一 男

404 愛知県 特別支援学校 愛知県立名古屋聾学校 あいちけん なごやろう 河合　裕子 かわい　ゆうこ 六 女

405 三重県 小学校 鈴鹿市立愛宕小学校 すずかし あたご 西村　佳代子 にしむら　かよこ 一 女

406 三重県 小学校 松阪市立松江小学校 まつさかし まつえ 横田　はるみ よこた　はるみ 一 女

407 三重県 中学校 津市立一身田中学校 つし いっしんでん 中川　克巳 なかがわ　かつみ 六 男

408 三重県 高等学校 三重県立津商業高等学校 みえけん つしょうぎょう 秋津　修 あきつ　おさむ 四 男

409 三重県 高等学校 三重県立宇治山田高等学校 みえけん うじやまだ 佐々木　英人 ささき　ひでと 四 男

410 三重県 高等学校 三重県立朝明高等学校 みえけん あさけ 鈴木　建生 すずき　たけお 二 男

411 三重県 高等学校 三重県立宇治山田商業高等学校 みえけん
うじやまだしょうぎょ
う

濱口　政照 はまぐち　まさてる 四 男

412 滋賀県 小学校 彦根市立城西小学校 ひこねし じょうせい 上林　延子 かんばやし　のぶこ 五 女

413 滋賀県 小学校 虎姫町立虎姫小学校 とらひめちょう とらひめ 阪田　真 さかた　まこと 六 男

414 滋賀県 小学校 彦根市立城南小学校 ひこねし じょうなん 西村　嘉人 にしむら　よしと 一 男

415 滋賀県 小学校 守山市立守山小学校 もりやまし もりやま 野村　幹夫 のむら　みきお 一 男

416 滋賀県 小学校 長浜市立びわ北小学校 ながはまし びわきた 三田村　千佳子 みたむら　ちかこ 一 女

417 滋賀県 中学校 米原市立河南中学校 まいばらし かなん 一ノ宮　賢了 いちのみや　けんりょう 一 男

418 滋賀県 中学校 長浜市立西中学校 ながはまし にし 木原　邦彦 きはら　くにひこ 六 男

419 滋賀県 中学校 大津市立瀬田北中学校 おおつし せたきた 草野　礼子 くさの　れいこ 一 女

420 滋賀県 中学校 大津市立堅田中学校 おおつし かたた 藤田　陽子 ふじた　ようこ 一 女

421 滋賀県 高等学校 滋賀県立膳所高等学校 しがけん ぜぜ 神田　浩 かんだ　ひろし 四 男

422 滋賀県 高等学校 滋賀県立守山高等学校 しがけん もりやま 堀　浩司 ほり　ひろし 二 男

※年齢については平成２１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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423 京都府 小学校 相楽東部広域連合立南山城小学校
そうらくとうぶこういきれ
んごう

みなみやましろ 小長谷　佳代子 おばせ　かよこ 六 女

424 京都府 小学校 宇治市立宇治小学校 うじし うじしりつうじ 木村　幸子 きむら　ゆきこ 一 女

425 京都府 小学校 向日市立第４向陽小学校 むこうし だいよんこうよう 棚田　文美 たなだ　あやみ 一 女

426 京都府 小学校 京丹波町立丹波ひかり小学校 きょうたんばちょう たんばひかり 堀下　みゆき ほりした　みゆき 六 女

427 京都府 中学校 福知山市立大江中学校 ふくちやまし おおえ 荒木　昌代 あらき　まさよ 三 女

428 京都府 中学校 木津川市立木津中学校 きづがわし きづ 加藤    努 かとう　つとむ 二 男

429 京都府 中学校 京丹後市立大宮中学校 きょうたんごし おおみや 藤原　哲也 ふじわら　てつや 六 男

430 京都府 高等学校 京都府立桂高等学校 きょうとふ かつら 片山　一平 かたやま　いっぺい 四 男

431 京都府 高等学校 京都府立鳥羽高等学校 きょうとふ とば 鈴木　雅之 すずき　まさゆき 三 男

432 京都府 高等学校 京都府立向陽高等学校 きょうとふ こうよう 松里　淳子 まつざと　じゅんこ 六 女

433 大阪府 小学校 貝塚市立木島小学校 かいづかし きじま 加治　靖子 かじ　せいこ 二 女

434 大阪府 小学校 高槻市立清水小学校 たかつきし しみず 川西　英治 かわにし　えいじ 一 男

435 大阪府 小学校 枚方市立津田小学校 ひらかたし つだ 神原　典子 かんばら　のりこ 一 女

436 大阪府 小学校 泉佐野市立長坂小学校 いずみさのし ながさか 小林　順子 こばやし　じゅんこ 六 女

437 大阪府 小学校 寝屋川市立木屋小学校 ねやがわし こや 小松　佐代子 こまつ　さよこ 一 女

438 大阪府 小学校 高槻市立若松小学校 たかつきし わかまつ 小松原　みち子 こまつばら　みちこ 三 女

439 大阪府 小学校 島本町立第四小学校 しまもとちょう だいよん 齋藤　長武 さいとう　おさむ 二 男

440 大阪府 小学校 寝屋川市立三井小学校 ねやがわし みい 佐藤　昭夫 さとう　あきお 一 男

441 大阪府 小学校 岸和田市立城内小学校 きしわだし じょうない 佐藤　エツ さとう　えつ 二 女

442 大阪府 小学校 和泉市立南横山小学校 いずみし みなみよこやま 杉前　洋 すぎまえ　ひろし 一 男

443 大阪府 小学校 東大阪市立長瀬北小学校 ひがしおおさかし ながせきた 谷口　美佐子 たにぐち　みさこ 二 女

444 大阪府 小学校 富田林市立向陽台小学校 とんだばやしし こうようだい 當間　佳英子 とうま　かえこ 一 女

445 大阪府 小学校 摂津市立鳥飼小学校 せっつし とりかい 村田　千恵子 むらた　ちえこ 一 女

446 大阪府 小学校 大阪狭山市立第七小学校 おおさかさやまし だいなな 村田　美代子 むらた　みよこ 一 女

447 大阪府 小学校 枚方市立樟葉北小学校 ひらかたし くずはきた 森岡　あや子 もりおか　あやこ 三 女

448 大阪府 中学校 枚方市立楠葉中学校 ひらかたし くずは 上田　創作 うえだ　そうさく 二 男

449 大阪府 中学校 泉南市立泉南中学校 せんなんし せんなん 大泉　志保 おおいずみ　しほ 二 男

450 大阪府 中学校 高槻市立冠中学校 たかつきし かんむり 大上　孝夫 おおがみ　たかお 三 男

451 大阪府 中学校 忠岡町立忠岡中学校 ただおかちょう ただおか 黒田　幸規 くろだ　ゆきのり 二 男

452 大阪府 中学校 河内長野市立長野中学校 かわちながのし ながの 中川　博之 なかがわ　ひろゆき 一 男

453 大阪府 中学校 守口市立第四中学校 もりぐちし だいよん 仲村　康子 なかむら　やすこ 五 女

454 大阪府 中学校 交野市立第三中学校 かたのし だいさん 成田　　治 なりた　せいじ 二 男

455 大阪府 中学校 太子町立中学校 たいしちょう － 松尾　憲子 まつお　のりこ 二 女

456 大阪府 中学校 松原市立松原第二中学校 まつばらし まつばらだいに 松村　公子 まつむら　きみこ 一 女

457 大阪府 中学校 門真市立第七中学校 かどまし だいなな 山谷　佳子 やまたに　よしこ 一 女

458 大阪府 高等学校 大阪府立門真西高等学校 おおさかふ かどまにし 葛城　裕也 かつらぎ　ひろや 二 男

459 大阪府 高等学校 大阪府立今宮工科高等学校 おおさかふ いまみやこうか 北村　洋介 きたむら　ようすけ 二 男

460 大阪府 高等学校 大阪府立淀川工科高等学校 おおさかふ よどがわこうか 澤田　佳典 さわだ　よしのり 六 男

461 大阪府 高等学校 大阪府立福井高等学校 おおさかふ ふくい 田尻　肇 たじり　はじめ 二 男

462 大阪府 高等学校 大阪府立門真なみはや高等学校 おおさかふ かどまなみはや 辻　敏彦 つじ　としひこ 二 男

463 大阪府 高等学校 大阪府立和泉高等学校 おおさかふ いずみ 土井　直美 どい　なおみ 一 女

464 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 内藤　景治 ないとう　かげはる 六 男

465 大阪府 高等学校 大阪府立堺西高等学校 おおさかふ さかいにし 永山　隆一 ながやま　りゅういち 六 男

466 大阪府 高等学校 大阪府立高津高等学校 おおさかふ こうづ 平田　耕治 ひらた　こうじ 六 男

467 大阪府 高等学校 大阪府立阪南高等学校 おおさかふ はんなん 村田　憲司 むらた　けんじ 六 男

468 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 森　照晃 もり　てるあき 二 男

469 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 山本  尚 やまもと　ひさし 六 男

※年齢については平成２１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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470 大阪府 特別支援学校 大阪府立だいせん聴覚高等支援学校 おおさかふ
だいせんちょうかくこ
うとう

井上　通子 いのうえ　みちこ 五 女

471 大阪府 特別支援学校 大阪府立生野聴覚支援学校 おおさかふ いくのちょうかく 梅崎　祐司 うめさき　ゆうじ 五 男

472 兵庫県 小学校 三田市立狭間小学校 さんだし はさま 稲山　みどり いねやま　みどり 一 女

473 兵庫県 小学校 尼崎市立七松小学校 あまがさきし ななつまつ 岡本　千春 おかもと　ちはる 六 女

474 兵庫県 小学校 姫路市立増位小学校 ひめじし ますい 喜田　史子 きた　ふみこ 五 女

475 兵庫県 小学校 香美町立柴山小学校 かみちょう しばやま 多田　好江 ただ　よしえ 六 女

476 兵庫県 小学校 尼崎市立潮小学校 あまがさきし うしお 舟本　惠利子 ふなもと　えりこ 三 女

477 兵庫県 小学校 芦屋市立朝日ケ丘小学校 あしやし あさひがおか 守本　明範 もりもと　あきのり 五 男

478 兵庫県 中学校 姫路市立豊富中学校 ひめじし とよとみ 稲岡　章代 いなおか　ふみよ 一 女

479 兵庫県 中学校 加古川市立神吉中学校 かこがわし かんき 岡　憲子 おか　のりこ 三 女

480 兵庫県 中学校 太子町立太子東中学校 たいしちょう たいしひがし 辛川　充伸 からかわ　みつのぶ 一 男

481 兵庫県 中学校 姫路市立広嶺中学校 ひめじし こうりょう 竹上　孝子 たけうえ　たかこ 一 女

482 兵庫県 中学校 尼崎市立小田南中学校 あまがさきし おだみなみ 田中　元美 たなか　もとみ 三 女

483 兵庫県 中学校 小野市立小野南中学校 おのし おのみなみ 永井　哲夫 ながい　てつお 三 男

484 兵庫県 中学校 姫路市立城乾中学校 ひめじし じょうけん 西森　桂子 にしもり　けいこ 三 女

485 兵庫県 中学校 西脇市立西脇南中学校 にしわきし にしわきみなみ 松橋　義雄 まつはし　よしお 五 男

486 兵庫県 高等学校 兵庫県立三田西陵高等学校 ひょうごけん さんだせいりょう 荒木　孝典 あらき　たかのり 一 男

487 兵庫県 高等学校 兵庫県立山崎高等学校 ひょうごけん やまさき 梅本　昭生 うめもと　あきお 四 男

488 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 木嶋　謙三 きじま　けんぞう 四 男

489 兵庫県 高等学校 兵庫県立佐用高等学校 ひょうごけん さよう 來女木　勝 くるめぎ　まさる 四 男

490 兵庫県 高等学校 兵庫県立長田高等学校 ひょうごけん ながた 後藤　光正 ごとう　みつまさ 四 男

491 兵庫県 高等学校 兵庫県立西脇工業高等学校 ひょうごけん にしわきこうぎょう 坂口　尋己 さかぐち　ひろき 四 男

492 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 鷹尾　美子 たかお　よしこ 四 女

493 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 田中　一夫 たなか　かずお 四 男

494 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 新田　安典 にった　やすのり 四 男

495 兵庫県 高等学校 兵庫県立伊和高等学校 ひょうごけん いわ 二宮　順子 にのみや　じゅんこ 四 女

496 兵庫県 高等学校 兵庫県立吉川高等学校 ひょうごけん よかわ 日笠　光章 ひがさ　みつあき 四 男

497 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 平野　秀彰 ひらの　ひであき 四 男

498 兵庫県 高等学校 兵庫県立社高等学校 ひょうごけん やしろ 藤原　咲子 ふじわら　さきこ 四 女

499 兵庫県 高等学校 兵庫県立芦屋高等学校 ひょうごけん あしや 本田　善一 ほんだ　よしかず 四 男

500 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 宮永　正俊 みやなが　まさとし 六 男

501 兵庫県 特別支援学校 兵庫県立氷上特別支援学校 ひょうごけん ひかみ 太田　隆將 おおた　たかまさ 五 男

502 兵庫県 特別支援学校 兵庫県立氷上特別支援学校 ひょうごけん ひかみ 荻野　敏伸 おぎの　としのぶ 五 男

503 兵庫県 特別支援学校 兵庫県立西はりま特別支援学校 ひょうごけん にしはりま 鈴木　康一 すずき　こういち 五 男

504 奈良県 小学校 御所市立葛小学校 ごせし くず 栗本　知世子 くりもと　ちよこ 一 女

505 奈良県 小学校 奈良市立あやめ池小学校 ならし あやめいけ 阪本　敏夫 さかもと　としお 五 男

506 奈良県 小学校 田原本町立北小学校 たわらもとちょう きた 谷　博文 たに　ひろふみ 一 男

507 奈良県 小学校 葛城市立忍海小学校 かつらぎし おしみ 森　吉文 もり　よしふみ 六 男

508 奈良県 中学校 下市町立下市中学校 しもいちちょう しもいち 大谷　一仁 おおたに　かずひと 四 男

509 奈良県 中学校 橿原市立光陽中学校 かしはらし こうよう 西田　清文 にしだ　きよふみ 六 男

510 奈良県 中学校 奈良市立都南中学校 ならし となん 前川　和由 まえがわ　かずよし 二 男

511 奈良県 高等学校 奈良県立郡山高等学校 ならけん こおりやま 池内　玄一郎 いけうち　げんいちろう 六 男

512 奈良県 高等学校 奈良県立大和広陵高等学校 ならけん やまとこうりょう 大浦　宏明 おおうら　ひろあき 二 男

513 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 東　英樹 ひがし　ひでき 二 男

514 和歌山県 小学校 紀美野町立小川小学校 きみのちょう おがわ 浦　貴子 うら　たかこ 一 女

515 和歌山県 小学校 御坊市立御坊小学校 ごぼうし ごぼう 米原　澄子 よねはら　すみこ 一 女

516 和歌山県 中学校 紀の川市立打田中学校 きのかわし うちた 高雄　尚子 たかお　なおこ 三 女

※年齢については平成２１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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517 和歌山県 中学校 有田市立文成中学校 ありだし ぶんせい 丸谷　昌 まるたに　さかえ 一 男

518 和歌山県 高等学校 和歌山県立和歌山商業高等学校 わかやまけん わかやましょうぎょう 坂中　俊之 さかなか　としゆき 六 男

519 和歌山県 高等学校 和歌山県立紀北工業高等学校 わかやまけん きほくこうぎょう 中岡　進 なかおか　すすむ 六 男

520 和歌山県 高等学校 和歌山県立那賀高等学校 わかやまけん なが 藤村　利行 ふじむら　としゆき 三 男

521 和歌山県 特別支援学校 和歌山県立きのかわ支援学校 わかやまけん きのかわ 三反田　多香子 さんたんだ　たかこ 五 女

522 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 宮澤　令 みやざわ　れい 五 男

523 鳥取県 小学校 倉吉市立高城小学校 くらよしし たかしろ 江本　恵子 えもと　けいこ 一 女

524 鳥取県 小学校 大山町立名和小学校 だいせんちょう なわ 金田　美月 かねだ　みつき 三 女

525 鳥取県 小学校 伯耆町立日光小学校 ほうきちょう にっこう 橋谷　俊二 はしたに　しゅんじ 六 男

526 鳥取県 高等学校 鳥取県立鳥取西高等学校 とっとりけん とっとりにし 岩田　直樹 いわた　なおき 二 男

527 鳥取県 高等学校 鳥取県立鳥取工業高等学校 とっとりけん とっとりこうぎょう 辻中　孝彦 つじなか　たかひこ 一 男

528 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 河本　とし子 かわもと　としこ 三 女

529 島根県 高等学校 島根県立出雲商業高等学校 しまねけん いずもしょうぎょう 高橋　恭子 たかはし　きょうこ 四 女

530 岡山県 小学校 倉敷市立連島東小学校 くらしきし つらじまひがし 楠木　雅章 くすのき　まさあき 一 男

531 岡山県 小学校 勝央町立勝間田小学校 しょうおうちょう かつまだ 春名　章範 はるな　あきのり 五 男

532 岡山県 小学校 赤磐市立山陽北小学校 あかいわし さんようきた 光田　昌美 みつだ　まさみ 五 女

533 岡山県 中学校 瀬戸内市立牛窓中学校 せとうちし うしまど 香山　浩一郎 かやま　こういちろう 一 男

534 岡山県 中学校 奈義町立奈義中学校 なぎちょう なぎ 神田　智弘 かんだ　ともひろ 二 男

535 岡山県 中学校 倉敷市立水島中学校 くらしきし みずしま 中田　和子 なかた　かずこ 二 女

536 岡山県 高等学校 岡山県立岡山朝日高等学校 おかやまけん おかやまあさひ 池本　しおり いけもと　しおり 二 女

537 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 長田　京大 おさだ　きょうた 四 男

538 岡山県 高等学校 岡山県立倉敷工業高等学校 おかやまけん くらしきこうぎょう 佐々木　隆 ささき　たかし 一 男

539 岡山県 高等学校 岡山県立岡山南高等学校 おかやまけん おかやまみなみ 真鍋　敏之 まなべ　としゆき 一 男

540 広島県 小学校 東広島市立西条小学校 ひがしひろしまし さいじょう 北村　由美子 きたむら　ゆみこ 一 女

541 広島県 小学校 神石高原町立油木小学校 じんせきこうげんちょう ゆき 髙延　恵 こうのべ　めぐみ 一 女

542 広島県 小学校 呉市立呉中央小学校 くれし くれちゅうおう 高橋　智子 たかはし　ともこ 一 女

543 広島県 小学校 尾道市立向東小学校 おのみちし むかいひがし 冨保　直子 とみやす　なおこ 三 女

544 広島県 小学校 府中市立明郷小学校 ふちゅうし めいきょう 広田　久惠 ひろた　ひさえ 一 女

545 広島県 小学校 廿日市市立阿品台西小学校 はつかいちし あじなだいにし 松本　淳美 まつもと　あつみ 一 女

546 広島県 小学校 神石高原町立三和小学校 じんせきこうげんちょう さんわ 和田　衣里 わだ　えり 五 女

547 広島県 中学校 廿日市市立大野中学校 はつかいちし おおの 木村　千佳子 きむら　ちかこ 一 女

548 広島県 中学校 三次市立塩町中学校 みよしし しおまち 西田　弘栄 にしだ　ひろえ 一 女

549 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 灰山　久美子 はいやま　くみこ 四 女

550 広島県 高等学校 広島県立福山誠之館高等学校 ひろしまけん ふくやませいしかん 多賀　由里 たが　ゆり 一 女

551 広島県 高等学校 広島県立福山工業高等学校 ひろしまけん ふくやまこうぎょう 辻野　藤樹 つじの　ふじき 一 男

552 広島県 高等学校 広島県立広島高等学校 ひろしまけん ひろしま 三谷　弘子 みたに　ひろこ 一 女

553 広島県 特別支援学校 広島県立福山特別支援学校 ひろしまけん ふくやま 川口　辰之進 かわぐち　たつのしん 五 男

554 山口県 小学校 山陽小野田市立有帆小学校 さんようおのだし ありほ 今本　美智子 いまもと　みちこ 一 女

555 山口県 小学校 平生町立平生小学校 ひらおちょう ひらお 温品　賢二 ぬくしな　けんじ 一 男

556 山口県 小学校 下関市立江浦小学校 しものせきし えのうら 前田　真奈美 まえだ　まなみ 一 女

557 山口県 小学校 周南市立徳山小学校 しゅうなんし とくやま 山下　鈴子 やました　れいこ 五 女

558 山口県 中学校 山口市立湯田中学校 やまぐちし ゆだ 伊藤　隆 いとう　たかし 一 男

559 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 今井　美佐枝 いまい　みさえ 三 女

560 山口県 中学校 光市立浅江中学校 ひかりし あさえ 浴口　努 えきぐち　つとむ 二 男

561 山口県 中学校 美祢市立秋芳南中学校 みねし しゅうほうみなみ 厚東　政人 ことう　まさと 一 男

562 山口県 高等学校 山口県立萩高等学校 やまぐちけん はぎ 加藤　敦子 かとう　あつこ 一 女

563 山口県 高等学校 山口県立宇部工業高等学校 やまぐちけん うべこうぎょう 寺本　公思 てらもと　こうし 一 男

※年齢については平成２１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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564 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 縄田　勝彦 なわた　かつひこ 一 男

565 山口県 高等学校 山口県立青嶺高等学校 やまぐちけん せいりょう 三嶋　和雄 みしま　かずお 一 男

566 徳島県 小学校 徳島市内町小学校 とくしまし うちまち 稲井　悦子 いない　えつこ 一 女

567 徳島県 小学校 美馬市立脇町小学校 みまし わきまち 藤本　智子 ふじもと　ともこ 一 女

568 徳島県 小学校 鳴門市撫養小学校 なるとし むや 矢野　修 やの　おさむ 二 男

569 徳島県 中学校 鳴門市第一中学校 なるとし だいいち 岡　喜代美 おか　きよみ 五 女

570 徳島県 中学校 勝浦町立勝浦中学校 かつうらちょう かつうら 吉岡　敏子 よしおか　としこ 六 女

571 徳島県 高等学校 徳島県立名西高等学校 とくしまけん みょうざい 妹尾　陽子 せのお　ようこ 六 女

572 徳島県 高等学校 徳島県立三好高等学校 とくしまけん みよし 西岡　弘之 にしおか　ひろゆき 一 男

573 徳島県 特別支援学校 徳島県立国府養護学校 とくしまけん こくふようご 加村　賢治 かむら　けんじ 六 男

574 香川県 小学校 高松市立香南小学校 たかまつし こうなん 塩谷　かおる しおたに　かおる 六 女

575 香川県 小学校 坂出市立東部小学校 さかいでし とうぶ 森安　律子 もりやす　りつこ 一 女

576 香川県 中学校 高松市立香川第一中学校 たかまつし かがわだいいち 内海　照代 うつみ　てるよ 四 女

577 香川県 中学校 高松市立古高松中学校 たかまつし ふるたかまつ 齋藤　紀子 さいとう　のりこ 六 女

578 香川県 中学校 観音寺市立中部中学校 かんおんじし ちゅうぶ 高田　陽子 たかた　ようこ 一 女

579 香川県 高等学校 香川県立三本松高等学校 かがわけん さんぼんまつ 糸目　真也 いとめ　しんや 一 男

580 香川県 高等学校 香川県立高松工芸高等学校 かがわけん たかまつこうげい 藤澤　一郎 ふじさわ　いちろう 一 男

581 香川県 高等学校 香川県立琴平高等学校 かがわけん ことひら 三井　千壽 みい　ちず 四 女

582 愛媛県 小学校 松山市立久米小学校 まつやまし くめ 白石　明範 しらいし　あきのり 六 男

583 愛媛県 小学校 八幡浜市立白浜小学校 やわたはまし しらはま 竹内　恵美子 たけうち　えみこ 一 女

584 愛媛県 小学校 伊予市立伊予小学校 いよし いよ 山下　敏子 やました　としこ 三 女

585 愛媛県 小学校 四国中央市立上分小学校 しこくちゅうおうし かみぶん 横内　教子 よこうち　きょうこ 一 女

586 愛媛県 中学校 松前町立松前中学校 まさきちょう まさき 小笠原　偉夫 おがさわら　ひでお 一 男

587 愛媛県 中学校 今治市立立花中学校 いまばりし たちばな 木村　勝也 きむら　かつや 四 男

588 愛媛県 中学校 松山市立久米中学校 まつやまし くめ 清水　透 しみず　とおる 一 男

589 愛媛県 中学校 大洲市立長浜中学校 おおずし ながはま 森　房愛 もり　ふさえ 二 女

590 愛媛県 高等学校 愛媛県立松山北高等学校 えひめけん まつやまきた 井上　伸二 いのうえ　しんじ 四 男

591 愛媛県 高等学校 愛媛県立新居浜西高等学校 えひめけん にいはまにし 園部　孝行 そのべ　たかゆき 一 男

592 愛媛県 高等学校 愛媛県立東温高等学校 えひめけん とうおん 武智　誠治 たけち　せいじ 四 男

593 愛媛県 高等学校 愛媛県立伊予農業高等学校 えひめけん いよのうぎょう 玉井　修二 たまい　しゅうじ 一 男

594 高知県 小学校 高知市立江ノ口小学校 こうちし えのくち 川口　加代子 かわぐち　かよこ 一 女

595 高知県 小学校 四万十市立中村小学校 しまんとし なかむら 中川　郁代 なかがわ　いくよ 一 女

596 高知県 中学校 高知市立城西中学校 こうちし じょうせい 大谷　真紀子 おおたに　まきこ 一 女

597 高知県 中学校 香南市立夜須中学校 こうなんし やす 鈴木　加代子 すずき　かよこ 一 女

598 高知県 高等学校 高知県立高知工業高等学校 こうちけん こうちこうぎょう 松本　達也 まつもと　たつや 六 男

599 高知県 高等学校 高知県立高知北高等学校 こうちけん こうちきた 南　学 みなみ　まなぶ 六 男

600 高知県 高等学校 高知県立高知小津高等学校 こうちけん こうちおづ 本吉　幸一 もとよし　こういち 六 男

601 高知県 特別支援学校 高知県立高知若草養護学校 こうちけん こうちわかくさ 澤田　京子 さわだ　けいこ 五 女

602 福岡県 小学校 宗像市立日の里西小学校 むなかたし ひのさとにし 石井　陽子 いしい　ようこ 一 女

603 福岡県 小学校 春日市立日の出小学校 かすがし ひので 江口　尋信 えぐち　ひろのぶ 一 男

604 福岡県 小学校 行橋市立行橋小学校 ゆくはしし ゆくはし 榎　弥美 えのき　ひろみ 三 女

605 福岡県 小学校 大牟田市立明治小学校 おおむたし めいじ 小宮　武士 こみや　たけし 一 男

606 福岡県 小学校 小竹町立小竹西小学校 こたけまち こたけにし 下元　照一 しももと　しょういち 一 男

607 福岡県 小学校 二丈町立深江小学校 にじょうまち ふかえ 竹内　仁美 たけうち　ひとみ 一 女

608 福岡県 小学校 飯塚市立伊岐須小学校 いいづかし いぎす 津野　真須美 つの　ますみ 一 女

609 福岡県 小学校 筑後市立下妻小学校 ちくごし しもつま 橋口　哲次 はしぐち　てつじ 六 男

610 福岡県 小学校 柳川市立柳河小学校 やながわし やながわ 本田　透 ほんだ　とおる 一 男

※年齢については平成２１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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611 福岡県 中学校 古賀市立古賀中学校 こがし こが 大住　奈留美 おおすみ　なるみ 二 女

612 福岡県 中学校 黒木町立黒木中学校 くろぎまち くろぎ 小川　雄一郎 おがわ　ゆういちろう 一 男

613 福岡県 中学校 中間市立中間北中学校 なかまし なかまきた 楫山　美穂 かじやま　みほ 二 女

614 福岡県 中学校 筑紫野市立筑紫野南中学校 ちくしのし ちくしのみなみ 日下部　達矢 くさかべ　たつや 六 男

615 福岡県 中学校 宮若市立宮田中学校 みやわかし みやた 計良　洋美 けいら　ひろみ 一 男

616 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 旭　豊彦 あさひ　とよひこ 三 男

617 福岡県 高等学校 福岡県立北九州高等学校 ふくおかけん きたきゅうしゅう 有村　秀樹 ありむら　ひでき 二 男

618 福岡県 高等学校 福岡県立八女高等学校 ふくおかけん やめ 江﨑　章 えさき　あきら 二 男

619 福岡県 高等学校 福岡県立嘉穂高等学校 ふくおかけん かほ 大塚　春生 おおつか　はるお 一 男

620 福岡県 高等学校 福岡県立戸畑工業高等学校 ふくおかけん とばたこうぎょう 奥永　哲二 おくなが　てつじ 二 男

621 福岡県 高等学校 福岡県立小倉高等学校 ふくおかけん こくら 木本　潤 きもと　じゅん 六 男

622 福岡県 特別支援学校 福岡県立筑後養護学校 ふくおかけん ちくごようご 久保田　勝治 くぼた　かつじ 五 男

623 佐賀県 小学校 佐賀市立新栄小学校 さがし しんえい 百武　裕美 ひゃくたけ　ひろみ 三 女

624 佐賀県 小学校 白石町立須古小学校 しろいしちょう すこ 松尾　浩典 まつお　ひろのり 一 男

625 佐賀県 小学校 佐賀市立神野小学校 さがし こうの 吉田　まりか よしだ　まりか 一 女

626 佐賀県 中学校 鳥栖市立田代中学校 とすし たしろ 篠田　桂子 しのだ　けいこ 二 女

627 佐賀県 中学校 太良町立多良中学校 たらちょう たら 馬場　美津子 ばば　みつこ 一 女

628 佐賀県 高等学校 佐賀県立唐津東高等学校 さがけん からつひがし 髙橋　篤美 たかはし　あつみ 一 男

629 佐賀県 高等学校 佐賀県立鳥栖商業高等学校 さがけん とすしょうぎょう 西山　倍平 にしやま　ますひら 二 男

630 佐賀県 特別支援学校 佐賀県立盲学校 さがけん もう 塩塚　香 しおつか　かおる 五 男

631 長崎県 小学校 西海市立大島東小学校 さいかいし おおしまひがし 上野　昭博 うえの　あきひろ 一 男

632 長崎県 小学校 対馬市立仁田小学校 つしまし にた 佐田　孝一郎 さた　こういちろう 一 男

633 長崎県 小学校 対馬市立厳原北小学校 つしまし いづはらきた 平山　明子 ひらやま　あきこ 一 女

634 長崎県 小学校 佐世保市立楠栖小学校 させぼし くすずみ 福田　貴和子 ふくだ　きわこ 一 女

635 長崎県 小学校 壱岐市立石田小学校 いきし いしだ 松本　誠司 まつもと　せいじ 一 男

636 長崎県 中学校 江迎町立江迎中学校 えむかえちょう えむかえ 市瀬　八千代 いちのせ　やちよ 三 女

637 長崎県 中学校 南島原市立布津中学校 みなみしまばらし ふつ 伊藤　克司 いとう　かつし 四 男

638 長崎県 中学校 佐世保市立柚木中学校 させぼし ゆのき 関口　雄資 せきぐち　ゆうすけ 一 男

639 長崎県 中学校 新上五島町立魚目中学校 しんかみごとうちょう うおのめ 山田　光幸 やまだ　みつゆき 一 男

640 長崎県 高等学校 長崎県立西彼農業高等学校 ながさきけん せいひのうぎょう 油屋　靖生 あぶらや　やすお 六 男

641 長崎県 高等学校 長崎県立長崎西高等学校 ながさきけん ながさきにし 長嶋　哲也 ながしま　てつや 四 男

642 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 宮﨑　義秀 みやざき　よしひで 四 男

643 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 渡邉　孝経 わたなべ　たかつね 四 男

644 熊本県 高等学校 熊本県立八代東高等学校 くまもとけん やつしろひがし 門松　浩孝 かどまつ　ひろたか 四 男

645 熊本県 小学校 八代市立日奈久小学校 やつしろし ひなぐ 渡邉　容子 わたなべ　ようこ 一 女

646 熊本県 中学校 熊本市立湖東中学校 くまもとし ことう 野田　寛樹 のだ　ひろき 一 男

647 熊本県 中学校 合志市立西合志南中学校 こうしし にしごうしみなみ 三嶋　久美 みしま　くみ 五 女

648 宮崎県 小学校 都城市立明道小学校 みやこのじょうし めいどう 石本　隆士 いしもと　たかし 五 男

649 宮崎県 小学校 川南町立川南小学校 かわみなみちょう かわみなみ 荻原　健弘 おぎわら　たけひろ 五 男

650 宮崎県 小学校 小林市立細野小学校 こばやしし ほその 村中田　博 むらなかだ　ひろし 一 男

651 宮崎県 小学校 西都市立妻北小学校 さいとし つまきた 渡辺　頼子 わたなべ　よりこ 一 女

652 宮崎県 高等学校 宮崎県立宮崎大宮高等学校 みやざきけん みやざきおおみや 川越　淳一 かわごえ　じゅんいち 一 男

653 宮崎県 高等学校 宮崎県立小林高等学校 みやざきけん こばやし 西田　次良 にしだ　じろう 四 男

654 宮崎県 高等学校 宮崎県立宮崎南高等学校 みやざきけん みやざきみなみ 橋口　正 はしぐち　まさし 一 男

655 宮崎県 特別支援学校 宮崎県立都城さくら聴覚支援学校 みやざきけん
みやこのじょうさくら
ちょうかく

轟木　敏子 とどろき　としこ 五 女

656 鹿児島県 小学校 さつま町立佐志小学校 さつまちょう さし 打越　正人 うちこし　まさと 一 男

657 鹿児島県 小学校 西之表市立榕城小学校 にしのおもてし ようじょう 大原　暁子 おおはら　あきこ 六 女

※年齢については平成２１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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658 鹿児島県 小学校 指宿市立柳田小学校 いぶすきし やなきた 上鶴　涼子 かみづる　りょうこ 一 女

659 鹿児島県 小学校 志布志市立香月小学校 しぶしし かつき 川越　順郎 かわごえ　じゅんろう 一 男

660 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 木田　博 きだ　ひろし 一 男

661 鹿児島県 小学校 出水市立米ノ津東小学校 いずみし こめのつひがし 榊　順子 さかき　じゅんこ 三 女

662 鹿児島県 小学校 日置市立扇尾小学校 ひおきし おうぎお 中熊　豊仁 なかくま　とよひと 一 男

663 鹿児島県 小学校 加治木町立柁城小学校 かじきちょう だじょう 晴永　健 はるなが　けん 一 男

664 鹿児島県 小学校 南さつま市立小湊小学校 みなみさつまし こみなと 福屋　弘海 ふくや　ひろみ 三 男

665 鹿児島県 小学校 与論町立那間小学校 よろんちょう なま 前　保廣 まえ　やすひろ 六 男

666 鹿児島県 小学校 鹿児島市立玉江小学校 かごしまけん たまえ 持留　忠浩 もちどめ　ただひろ 二 男

667 鹿児島県 中学校 垂水市立牛根中学校 たるみずし うしね 永田　真一 ながた　しんいち 一 男

668 鹿児島県 中学校 鹿児島市立谷山中学校 かごしまし たにやま 益満　裕美 ますみつ　ひろみ 六 男

669 鹿児島県 高等学校 鹿児島県立薩摩中央高等学校 かごしまけん さつまちゅうおう 黑木　加代子 くろき　かよこ 一 女

670 鹿児島県 高等学校 霧島市立国分中央高等学校 きりしまし こくぶちゅうおう 城ヶ﨑　祥子 じょうがさき　しょうこ 四 女

671 鹿児島県 高等学校 鹿児島県立霧島高等学校 かごしまけん きりしま 森川　敏美 もりかわ　としみ 六 男

672 鹿児島県 特別支援学校 鹿児島県立牧之原養護学校 かごしまけん まきのはらようご 濵﨑　信一 はまさき　しんいち 五 男

673 沖縄県 小学校 西原町立坂田小学校 にしはらちょう さかた 安次嶺　陽子 あしみね　ようこ 四 女

674 沖縄県 小学校 宜野湾市立普天間小学校 ぎのわんし ふてんま 大浜　覚 おおはま　さとる 一 男

675 沖縄県 小学校 糸満市立兼城小学校 いとまんし かねぐすく 島尻　千賀子 しまじり　ちかこ 一 女

676 沖縄県 小学校 那覇市立大名小学校 なはし おおな 高良　貴美子 たから　きみこ 一 女

677 沖縄県 小学校 石垣市立平真小学校 いしがきし へいしん 真玉橋　真由美 まだんばし　まゆみ 一 女

678 沖縄県 小学校 今帰仁村立天底小学校 なきじんそん あめそこ 山城　芳江 やましろ　よしえ 一 女

679 沖縄県 中学校 本部町立伊豆味中学校 もとぶちょう いずみ 久高　利美子 くだか　りみこ 一 女

680 沖縄県 中学校 金武町立金武中学校 きんちょう きん 新城　直子 しんじょう　なおこ 一 女

681 沖縄県 中学校 宮古島市立平良中学校 みやこじまし たいら 新城　美津枝 しんじょう　みつえ 一 女

682 沖縄県 中学校 与那原町立与那原中学校 よなばるちょう よなばる 當間　保 とうま　たもつ 四 男

683 沖縄県 中学校 南城市立知念中学校 なんじょうし ちねん 屋良　直子 やら　なおこ 一 女

684 沖縄県 高等学校 沖縄県立名護高等学校 おきなわけん なご 宮城　博 みやぎ　ひろし 四 男

685 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 屋良　朝彦　 やら　あさひこ 一 男

686 沖縄県 特別支援学校 沖縄県立大平特別支援学校 おきなわけん おおひら 永田　成子 ながた　しげこ 五 女

687 仙台市 小学校 仙台市立上杉山通小学校 せんだいし かみすぎやまどおり 小野　雄一 おの　ゆういち 一 男

688 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 粉川　妙子 こかわ　たえこ 三 女

689 仙台市 小学校 仙台市立小松島小学校 せんだいし こまつしま 後藤　景子 ごとう　けいこ 五 女

690 仙台市 小学校 仙台市立作並小学校 せんだいし さくなみ 庄子　裕 しょうじ　ゆたか 一 男

691 仙台市 中学校 仙台市立八乙女中学校 せんだいし やおとめ 柴田　裕之 しばた　ひろゆき 二 男

692 さいたま市 小学校 さいたま市立柏崎小学校 さいたまし かしわざき 齋藤　みどり さいとう　みどり 三 女

693 さいたま市 小学校 さいたま市立西浦和小学校 さいたまし にしうらわ 高田　郁代 たかだ　いくよ 一 女

694 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 平塚　美香 ひらつか　みか 一 女

695 さいたま市 中学校 さいたま市立与野東中学校 さいたまし よのひがし 栗原　勝義 くりはら　かつよし 六 男

696 さいたま市 中学校 さいたま市立大宮東中学校 さいたまし おおみやひがし 齋藤　有実子 さいとう　ゆみこ 二 女

697 千葉市 小学校 千葉市立西の谷小学校 ちばし にしのや 小森　はるひ こもり　はるひ 一 女

698 千葉市 小学校 千葉市立草野小学校 ちばし くさの 田中　かほる たなか　かほる 五 女

699 千葉市 小学校 千葉市立おゆみ野南小学校 ちばし おゆみのみなみ 廣瀬　和子 ひろせ　かずこ 一 女

700 千葉市 中学校 千葉市立土気南中学校 ちばし とけみなみ 積田　秀文 つみた　ひでふみ 二 男

701 川崎市 小学校 川崎市立久末小学校 かわさきし ひさすえ 柏崎　京子 かしわざき　きょうこ 一 女

702 川崎市 小学校 川崎市立南生田小学校 かわさきし みなみいくた 片山　純子 かたやま　じゅんこ 五 女

703 川崎市 中学校 川崎市立野川中学校 かわさきし のがわ 工藤　晶子 くどう　まさこ 三 女

704 川崎市 中学校 川崎市立生田中学校 かわさきし いくた 長谷川　雅之 はせがわ　まさゆき 六 男

※年齢については平成２１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 川崎市 中学校 川崎市立川崎中学校 かわさきし かわさき 菱沼　彰 ひしぬま　あきら 六 男

706 川崎市 高等学校 川崎市立川崎高等学校 かわさきし かわさき 福田　茂 ふくだ　しげる 四 男

707 横浜市 小学校 横浜市立新橋 よこはまし しんばし 加茂　美子 かも　よしこ 三 女

708 横浜市 小学校 横浜市立くぬぎ台 よこはまし くぬぎだい 小林　雅弘 こばやし　まさひろ 二 男

709 横浜市 小学校 横浜市立駒林 よこはまし こまばやし 関　久美 せき　くみ 一 女

710 横浜市 小学校 横浜市立白幡 よこはまし しらはた 髙木　百代 たかぎ　ももよ 六 女

711 横浜市 小学校 横浜市立南戸塚 よこはまし みなみとつか 田中　眞理子 たなか　まりこ 六 女

712 横浜市 小学校 横浜市立蒔田 よこはまし まいた 田中　磨理子 たなか　まりこ 一 女

713 横浜市 小学校 横浜市立太田 よこはまし おおた 冨田　治郎 とみた　じろう 二 男

714 横浜市 小学校 横浜市立三保 よこはまし みほ 宮下　章 みやした　あきら 六 男

715 横浜市 小学校 横浜市立美しが丘東 よこはまし
うつくしがおかひが
し

館　雅之 やかた　まさゆき 六 男

716 横浜市 中学校 横浜市立霧が丘 よこはまし きりがおか 生出　真理子 おいで　まりこ 一 女

717 横浜市 中学校 横浜市立錦台 よこはまし にしきだい 岡村　孝 おかむら　たかし 六 男

718 横浜市 中学校 横浜市立森 よこはまし もり 久保　友子 くぼ　ともこ 四 女

719 横浜市 中学校 横浜市立鴨志田 よこはまし かもしだ 近藤　幸男 こんどう　ゆきお 五 男

720 横浜市 中学校 横浜市立豊田 よこはまし とよだ 仁平　浩史 にへい　ひろし 一 男

721 横浜市 高等学校 横浜市立鶴見工業 よこはまし つるみこうぎょう 津田　武 つだ　たけし 四 男

722 横浜市 特別支援学校 横浜市立盲 よこはまし もう 神﨑　好喜 かんざき　よしき 五 男

723 新潟市 小学校 新潟市立関屋小学校 にいがたし せきや 石川　はなえ いしかわ　はなえ 一 女

724 新潟市 小学校 新潟市立白根小学校 にいがたし しろね 佐藤　貴子 さとう　たかこ 一 女

725 新潟市 小学校 新潟市立新潟小学校 にいがたし にいがた 澁谷　徹 しぶや　とおる 一 男

726 新潟市 中学校 新潟市立新津第五中学校 にいがたし にいつだいご 由野　和美 よしの　かずみ 一 女

727 静岡市 小学校 静岡市立田町小学校 しずおかし たまち 永野　陽子 ながの　ようこ 六 女

728 静岡市 小学校 静岡市立清水岡小学校 しずおかし しみずおか 望月　悦子 もちづき　えつこ 六 女

729 静岡市 中学校 静岡市立清水第七中学校 しずおかし しみずだいなな 大熊　慎一郎 おおくま　しんいちろう 六 男

730 浜松市 小学校 浜松市立入野小学校 はままつし いりの 堀野　れい子 ほりの　れいこ 五 女

731 浜松市 中学校 浜松市立東部中学校 はままつし とうぶ 狩野　豊子 かのう　とよこ 一 女

732 浜松市 中学校 浜松市立八幡中学校 はままつし はちまん 児玉　信子 こだま　のぶこ 三 女

733 浜松市 高等学校 浜松市立高等学校 はままつし － 杉井　將彦 すぎい　まさひこ 四 男

734 名古屋市 幼稚園 名古屋市立大幸幼稚園 なごやし だいこう 河野　眞澄 こうの　ますみ 一 女

735 名古屋市 小学校 名古屋市立白沢小学校 なごやし しらさわ 阿部　路代 あべ　みちよ 一 女

736 名古屋市 小学校 名古屋市立那古野小学校 なごやし なごの 志治　健一 しじ　けんいち 一 男

737 名古屋市 小学校 名古屋市立城北小学校 なごやし じょうほく 出川　久枝 でがわ　ひさえ 三 女

738 名古屋市 小学校 名古屋市立山田小学校 なごやし やまだ 中谷　誠 なかたに　まこと 一 男

739 名古屋市 小学校 名古屋市立山根小学校 なごやし やまね 松岡　篤司 まつおか　あつし 一 男

740 名古屋市 中学校 名古屋市立一柳中学校 なごやし いちやなぎ 石原　正教 いしはら　まさのり 一 男

741 名古屋市 中学校 名古屋市立南陽中学校 なごやし なんよう 伊東　章二 いとう　しょうじ 一 男

742 名古屋市 中学校 名古屋市立桜山中学校 なごやし さくらやま 藤松　眞人 とうまつ　まひと 一 男

743 名古屋市 中学校 名古屋市立千種中学校 なごやし ちくさ 水野　聡 みずの　さとし 一 男

744 名古屋市 高等学校 名古屋市立西陵高等学校 なごやし せいりょう 小林　厚子 こばやし　あつこ 一 女

745 京都市 小学校 京都市立伏見住吉小学校 きょうとし ふしみすみよし 鵜飼　洋子 うかい　ようこ 一 女

746 京都市 小学校 京都市立六条院小学校 きょうとし ろくじょういん 國重　初美 くにしげ　はつみ 一 女

747 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 松本　威雄 まつもと　たけお 二 男

748 京都市 中学校 京都市立春日丘中学校 きょうとし かすがおか 浜矢　全 はまや　たもつ 二 男

749 京都市 中学校 京都市立勧修中学校 きょうとし かんしゅう 弓場　宏純 ゆば　ひろずみ 一 男

750 京都市 高等学校 京都市立伏見工業高等学校 きょうとし ふしみこうぎょう 足立　善彦 あだち　よしひこ 六 男

751 京都市 特別支援学校 京都市立東総合支援学校 きょうとし ひがしそうごう 西村　猛 にしむら　たける 四 男

※年齢については平成２１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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752 大阪市 小学校 大阪市立粉浜小学校 おおさかし こはま 飽田　つる子 あきた　つるこ 一 女

753 大阪市 小学校 大阪市立開平小学校 おおさかし かいへい 柏原　文子 かしはら　ふみこ 三 女

754 大阪市 小学校 大阪市立玉川小学校 おおさかし たまがわ 野田　正美 のだ　まさみ 一 女

755 大阪市 中学校 大阪市立成南中学校 おおさかし せいなん 川本　牧子 かわもと　まきこ 一 女

756 大阪市 高等学校 大阪市立生野工業高等学校 おおさかし いくのこうぎょう 西平　守廣 にしひら　もりひろ 一 男

757 堺市 小学校 堺市立浜寺昭和小学校 さかいし はまでらしょうわ 松若　千代子 まつわか　ちよこ 一 女

758 堺市 小学校 堺市立御池台小学校 さかいし みいけだい 三田　恵子 みた　けいこ 一 女

759 堺市 小学校 堺市立東深井小学校 さかいし ひがしふかい 山口　和枝 やまぐち　かずえ 三 女

760 堺市 中学校 堺市立深井中学校 さかいし ふかい 松浦　秀次 まつうら　ひでつぐ 二 男

761 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 今枝　健治 いまえだ　けんじ 一 男

762 神戸市 小学校 神戸市立多聞台小学校 こうべし たもんだい 金崎　陽子 かなさき　ようこ 一 女

763 神戸市 小学校 神戸市立多聞台小学校 こうべし たもんだい 菅　潔 かん　きよし 一 男

764 神戸市 小学校 神戸市立竹の台小学校 こうべし たけのだい 塚本　博子 つかもと　ひろこ 一 女

765 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 中原　和代 なかはら　かずよ 六 女

766 神戸市 高等学校 神戸市立須磨翔風高等学校 こうべし すましょうふう 井上　裕美子 いのうえ　ゆみこ 一 女

767 神戸市 高等学校 神戸市立神戸西高等学校 こうべし こうべにし 清水　信行 しみず　のぶゆき 一 男

768 神戸市 特別支援学校 神戸市立青陽東養護学校 こうべし せいようひがし 馬田　恵美子 うまだ　えみこ 一 女

769 岡山市 小学校 岡山市立横井小学校 おかやまし よこい 中原　淳一 なかはら　じゅんいち 一 男

770 岡山市 小学校 岡山市立西大寺小学校 おかやまし さいだいじ 山田　素道 やまだ　もとみち 二 男

771 岡山市 中学校 岡山市立岡山中央中学校 おかやまし おかやまちゅうおう 中吉　道彦 なかよし　みちひこ 五 男

772 広島市 小学校 広島市立井口明神小学校 ひろしまし いのくちみょうじん 小早川　知代子 こばやかわ　ちよこ 五 女

773 広島市 小学校 広島市立中筋小学校 ひろしまし なかすじ 三京　真理 さんきょう　まり 一 女

774 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 野依　英二 のより　えいじ 四 男

775 北九州市 小学校 北九州市立修多羅小学校 きたきゅうしゅうし すたら 清木場　和実 きよこば　かずみ 一 女

776 北九州市 小学校 北九州市立小森江西小学校 きたきゅうしゅうし こもりえにし 古賀　年惠 こが　としえ 一 女

777 北九州市 小学校 北九州市立筒井小学校 きたきゅうしゅうし つつい 小峯　浩幸 こみね　ひろゆき 二 男

778 北九州市 小学校 北九州市あやめが丘小学校 きたきゅうしゅうし あやめがおか 佐野　真一 さの　しんいち 一 男

779 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 金子　陽一郎 かねこ　よういちろう 一 男

780 北九州市 中学校 北九州市立戸ノ上中学校 きたきゅうしゅうし とのうえ 吉松　史恵 よしまつ　ふみえ 一 女

※年齢については平成２１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。


