
（都道府県別公私立学校内訳）

性　　　別 都道府県
男 16 (1) 367 (24) 22 (2) 405 (27) 51.3% (3.4%) 北 海 道 25 (4) 0
女 4 369 (15) 12 385 (15) 48.7% (1.9%) 青 森 県 2 1

合　　　計 20 (1) 736 (39) 34 (2) 790 (42) 100% (5.3%) 岩 手 県 3 (1) 0
宮 城 県 13 (1) 1

種　　別 秋 田 県 8 0
幼稚園幼稚園・幼保連携型認定こども園 1 4 (1) 5 10 (1) 1.3% (0.1%) 山 形 県 10 (1) 0
小学校 小　学　校 8 291 (13) 2 301 (13) 38.1% (1.6%) 福 島 県 14 0
中学校 中　学　校 9 (1) 205 (8) 8 (1) 222 (10) 28.1% (1.3%) 茨 城 県 22 (4) 0
義務教育学校義務教育学校 0 5 0 5 0.6% 栃 木 県 17 0
高等学校 高　等　学　校 1 165 (11) 19 (1) 185 (12) 23.4% (1.5%) 群 馬 県 16 0
中等教育学校中等教育学校 0 1 (1) 0 1 (1) 0.1% (0.1%) 埼 玉 県 32 (3) 1
特別支援学校特別支援学校 1 65 (5) 0 66 (5) 8.4% (0.6%) 千 葉 県 23 (1) 2
教育委員会教育委員会（スクールカウンセラー） 0 0 0 0 0.0% 東 京 都 30 (10) 14 (2)

合　　　計 20 (1) 736 (39) 34 (2) 790 (42) 100% (5.3%) 神 奈 川 県 4 (1) 0
新 潟 県 13 (1) 0

実践分野 富 山 県 8 0
一一　学習指導 13 (1) 351 (16) 14 (1) 378 (18) 47.8% (2.3%) 石 川 県 10 1
二二　生徒指導、進路指導 1 61 (4) 3 65 (4) 8.2% (0.5%) 福 井 県 7 0
三三　体育、保健、給食指導 2 54 (5) 0 56 (5) 7.1% (0.6%) 山 梨 県 8 1
四四　特別活動指導、部活動指導 0 64 (4) 13 (1) 77 (5) 9.7% (0.6%) 長 野 県 19 0
五五　特別支援教育 1 79 (5) 0 80 (5) 10.1% (0.6%) 岐 阜 県 19 1
六六　地域連携 0 25 0 25 3.2% 静 岡 県 20 0
七七　ユネスコ活動、国際交流 0 1 1 2 0.3% 愛 知 県 42 (1) 4
八八　学校運営改善 0 39 (2) 0 39 (2) 4.9% (0.3%) 三 重 県 7 1
九九　その他 3 62 (3) 3 68 (3) 8.6% (0.4%) 滋 賀 県 8 0

合　　　計 20 (1) 736 (39) 34 (2) 790 (42) 100% (5.3%) 京 都 府 10 0
大 阪 府 12 (2) 3

年　　　齢 兵 庫 県 26 0
25 歳 0 1 (1) 0 1 (1) 0.1% (0.1%) 奈 良 県 7 1
26 歳 0 1 (1) 0 1 (1) 0.1% (0.1%) 和 歌 山 県 10 0
27 歳 0 3 (3) 0 3 (3) 0.4% (0.4%) 鳥 取 県 7 0
28 歳 0 2 (2) 0 2 (2) 0.3% (0.3%) 島 根 県 5 0
29 歳 0 5 (5) 0 5 (5) 0.6% (0.6%) 岡 山 県 11 0
30 歳 0 5 (5) 0 5 (5) 0.6% (0.6%) 広 島 県 11 0
31 歳 0 2 (2) 0 2 (2) 0.3% (0.3%) 山 口 県 12 1
32 歳 0 5 (1) 0 5 (1) 0.6% (0.1%) 徳 島 県 7 1
33 歳 0 10 (5) 0 10 (5) 1.3% (0.6%) 香 川 県 9 0
34 歳 0 12 (4) 0 12 (4) 1.5% (0.5%) 愛 媛 県 10 0
35 歳 0 14 (3) 1 15 (3) 1.9% (0.4%) 高 知 県 8 0
36 歳 0 12 (1) 0 12 (1) 1.5% (0.1%) 福 岡 県 25 0
37 歳 1 11 (1) 0 12 (1) 1.5% (0.1%) 佐 賀 県 9 0
38 歳 2 20 1 23 2.9% 長 崎 県 13 0
39 歳 0 14 (2) 2 (2) 16 (4) 2.0% (0.5%) 熊 本 県 10 0
40 歳 2 (1) 27 (1) 3 32 (2) 4.1% (0.3%) 大 分 県 10 0
41 歳 2 34 (1) 0 36 (1) 4.6% (0.1%) 宮 崎 県 11 0
42 歳 1 34 3 38 4.8% 鹿 児 島 県 17 1
43 歳 2 26 2 30 3.8% 沖 縄 県 15 (1) 0
44 歳 1 36 3 40 5.1% 札 幌 市 0 -
45 歳 1 46 2 49 6.2% 仙 台 市 6 -
46 歳 3 64 (1) 2 69 (1) 8.7% (0.1%) さ い た ま 市 5 (1) -
47 歳 1 82 3 86 10.9% 千 葉 市 5 -
48 歳 0 67 4 71 9.0% 横 浜 市 18 -
49 歳 3 94 1 98 12.4% 川 崎 市 1 -
50 歳 1 20 1 22 2.8% 相 模 原 市 3 -
51 歳 0 14 2 16 2.0% 新 潟 市 5 (2) -
52 歳 0 12 0 12 1.5% 静 岡 市 3 -
53 歳 0 14 1 15 1.9% 浜 松 市 4 -
54 歳 0 10 0 10 1.3% 名 古 屋 市 12 -
55 歳 0 8 0 8 1.0% 京 都 市 7 -
56 歳 0 6 0 6 0.8% 大 阪 市 1 -
57 歳 0 11 3 14 1.8% 堺 市 5 -
58 歳 0 11 0 11 1.4% 神 戸 市 0 -

59　歳以上 0 3 0 3 0.4% 岡 山 市 4 -
合計 20 (1) 736 (39) 34 (2) 790 (42) 100.0% (5.3%) 広 島 市 7 (3) -

平均年齢 43.7 45.1 45.7 45.1 北 九 州 市 4 (2) -
福 岡 市 8 -

【教職員組織表彰】 熊 本 市 3 -
合 計 736 (39) 34 (2)

実践分野 割　合
一一　学習指導 1 18 0 19 35.2%
二二　生徒指導、進路指導 0 1 0 1 1.9%
三三　体育、保健、給食指導 0 2 0 2 3.7%
四四　特別活動指導、部活動指導 0 6 0 6 11.1%
五五　特別支援教育 1 5 0 6 11.1%
六六　地域連携 0 10 0 10 18.5%
七七　ユネスコ活動、国際交流 0 1 0 1 1.9%
八八　学校運営改善 0 2 0 2 3.7%
九九　その他 0 7 0 7 13.0%

合　　　計 2 52 0 54

国　立 公　立 私　立 合　計 割　合

国立 公立 私立 合　計

国　立 公　立 私　立 合　計 割　合

国　立 公　立 私　立 合　計 割　合

令和２年度「文部科学大臣優秀教職員表彰」概要

【教職員表彰】 ()内は若手教職員等奨励賞

国　立 公　立 私　立 合　計 割　合 公　立 私　立
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No. 都道府県 種別 学校名 ふりがな 氏名 ふりがな 実践分野 若手奨励賞

1 福島県 中学校 福島大学附属中学校 ふくしまだいがくふぞく 星　雅人 ほし　まさと 一

2 茨城県 小学校 茨城大学教育学部附属小学校 きょういくがくぶふぞく 小島　貴志 こじま　たかし 九

3 栃木県 小学校 宇都宮大学共同教育学部附属小学校 ふぞく 米山　久美子 よねやま　くみこ 三

4 埼玉県 中学校 埼玉大学教育学部附属中学校
さいたまだいがくきょういくがく
ぶふぞく

島田　直也 しまだ　なおや 一

5 東京都 中学校 東京学芸大学附属小金井中学校
とうきょうがくげいだいがくふぞ
くこがねい

田川　聖旨 たがわ　まさし 一

6 東京都 高等学校 東京工業大学附属科学技術高等学校 ふぞくかがくぎじゅつ 鈴木　卓 すずき　すぐる 一

7 東京都 幼稚園 国立大学法人お茶の水女子大学附属幼稚園
こくりつだいがくほうじんおちゃ
のみずじょしだいがくふぞく

杉浦　真紀子 すぎうら　まきこ 一

8 神奈川県 中学校 横浜国立大学教育学部附属横浜中学校 よこはま 池田　純 いけだ　じゅん 一

9 新潟県 小学校 新潟大学附属新潟小学校 ふぞくにいがた 八幡　昌樹 やはた　まさき 一

10 新潟県 中学校 上越教育大学附属中学校 ふぞく 大崎　貢 おおさき　みつぐ 一

11 山梨県 中学校 山梨大学教育学部附属中学校
やまなしだいがくきょういくがく
ぶふぞく

梶原　隆一 かじはら　りゅういち 一

12 静岡県 小学校 静岡大学教育学部附属浜松小学校
しずおかだいがくきょういくがく
ぶふぞくはままつ

大橋　健一 おおはし　けんいち 九

13 愛知県 小学校 愛知教育大学附属岡崎小学校
あいちきょういくだいがくふぞく
おかざき

杉浦　健次郎 すぎうら　けんじろう 一

14 奈良県 小学校 国立大学法人奈良女子大学附属小学校 ならじょしだいがくふぞく 薄田　太一 すすきだ　たいち 一

15 和歌山県 小学校 和歌山大学教育学部附属小学校
わかやまだいがくきょういくがく
ぶふぞく

川村　繁博 かわむら　しげひろ 一

16 徳島県 中学校 鳴門教育大学附属中学校 ふぞく 木下　臣仁 きのした　とみひと 二

17 香川県 中学校 香川大学教育学部附属高松中学校 ふぞくたかまつ 増田　一仁 ますだ　かずひと 一 ○

18 愛媛県 特別支援学校愛媛大学教育学部附属特別支援学校 きょういくがくぶふぞく 吉岡　深雪 よしおか　みゆき 五

19 福岡県 中学校 福岡教育大学附属小倉中学校
ふくおかきょういくだいがくふぞ
くこくら

日高　慎二 ひだか　しんじ 九

20 大分県 小学校 大分大学教育学部附属小学校 きょういくがくぶふぞく 後藤　彩 ごとう　あや 三

令和２年度被表彰教職員名簿（国立学校）

※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　特別活動、部活動指導による児童生徒の育成」「五　特別支援教育」
「六　地域連携・協働の推進」「七　ユネスコ、国際交流」「八　学校運営の改善」「九　その他」を示している。



No. 都道府県 種別 学校名 ふりがな 氏名 ふりがな 実践分野 若手奨励賞

1 北海道 高等学校 北海道礼文高等学校 れぶん 山本　ゆりか やまもと　ゆりか 三

2 北海道 高等学校 北海道北広島高等学校 きたひろしま 水尻　孝雄 みずしり　たかお 一

3 北海道 小学校 帯広市立明和小学校 めいわ 西山　乙代 にしやま　いつよ 九

4 北海道 特別支援学校 北海道小樽高等支援学校 おたる 大谷　幸枝 おおたに　ゆきえ 五

5 北海道 小学校 七飯町立七重小学校 ななえ 伊藤　綾子 いとう　あやこ 三

6 北海道 高等学校 北海道士別翔雲高等学校 しべつしょううん 中川　卓 なかがわ　たく 六

7 北海道 中学校 美唄市立美唄中学校 びばい 鹿糠　昌弘 かぬか　まさひろ 六

8 北海道 小学校 苫小牧市立泉野小学校 いずみの 河毛　留美 かわけ　るみ 一

9 北海道 中学校 帯広市立帯広第八中学校 おびひろだいはち 佐藤　千秋 さとう　ちあき 一

10 北海道 中学校 幕別町立幕別中学校 まくべつ 田村　浩文 たむら　ひろふみ 一

11 北海道 中学校 岩見沢市立東光中学校 とうこう 畠山　泰之 はたけやま　やすゆき 一

12 北海道 義務教育学校 七飯町立大沼岳陽学校 おおぬまがくよう 桜井　みちる さくらい　みちる 一

13 北海道 特別支援学校 北海道中札内高等養護学校 なかさつない 中村　章宣 なかむら　たかのり 五

14 北海道 高等学校 北海道札幌北陵高等学校 さっぽろほくりょう 徳橋　孝之 とくはし　たかゆき 一

15 北海道 特別支援学校 北海道今金高等養護学校 いまかね 山田　みゆき やまだ　みゆき 五

16 北海道 幼稚園 新得町立新得幼稚園 しんとく 横川　華 よこかわ　はな 九 ○

17 北海道 中学校 根室市立光洋中学校 こうよう 原　奈穂子 はら　なほこ 五

18 北海道 小学校 網走市立網走小学校 あばしり 熊﨑　高士 くまざき　たかし 一

19 北海道 高等学校 北海道富良野緑峰高等学校 ふらのりょくほう 鈴木　知樹 すずき　ともき 六

20 北海道 小学校 枝幸町立枝幸小学校 えさし 松原　美穂 まつばら　みほ 一

21 北海道 中学校 北見市立高栄中学校 こうえい 小森　美奈子 こもり　みなこ 一

22 北海道 小学校 羽幌町立羽幌小学校 はぼろ 佐藤　元希 さとう　げんき 一

23 北海道 小学校 遠軽町立遠軽小学校 えんがる 佐藤　朋弥 さとう　ともや 一 ○

24 北海道 小学校 根室市立北斗小学校 ほくと 山形　愛 やまがた　あい 一 ○

25 北海道 小学校 倶知安町立倶知安小学校 くっちゃん 田中　美乃里 たなか　みのり 三 ○

26 青森県 高等学校 青森県立青森西高等学校 あおもりにし 木村　大地 きむら　だいち 四

27 青森県 中学校 五所川原市立金木中学校 かなぎ 岩渕　智哉 いわぶち　ともや 四

28 岩手県 小学校 北上市立黒沢尻北小学校 くろさわじりきた 中野　美由紀 なかの　みゆき 四

29 岩手県 高等学校 岩手県立大東高等学校 だいとう 廣瀬　解子 ひろせ　ときこ 三

30 岩手県 高等学校 岩手県立大東高等学校 だいとう 小原　莉恵 おばら　りえ 三 ○

31 宮城県 小学校 柴田町立槻木小学校 つきのき 齋藤　和広 さいとう　かずひろ 一

32 宮城県 高等学校 宮城県仙台第三高等学校 せんだいだいさん 菅原　佑介 すがわら　ゆうすけ 一

33 宮城県 小学校 登米市立佐沼小学校 さぬま 千葉　紳 ちば　しん 一

34 宮城県 高等学校
宮城県登米総合産業高等学
校

とめそうごうさん
ぎょう

千坂　大輔 ちさか　だいすけ 一

35 宮城県 小学校 石巻市立石巻小学校 いしのまき 藤原　美和 ふじわら　みわ 六

36 宮城県 高等学校 宮城県工業高等学校 こうぎょう 加藤　健一 かとう　けんいち 六

37 宮城県 小学校 登米市立加賀野小学校 かがの 友永　明子 ともなが　あきこ 一

38 宮城県 特別支援学校
宮城県立支援学校女川高等
学園

おながわ 遠藤　初恵 えんどう　はつえ 三

39 宮城県 小学校 石巻市立釜小学校 かま 藤坂　雄一 ふじさか　ゆういち 四

40 宮城県 中学校 大崎市立岩出山中学校 いわでやま 齋藤　美佳 さいとう　みか 四

41 宮城県 小学校 大河原町立大河原南小学校 おおがわらみなみ 菊地　志保 きくち　しほ 一

42 宮城県 中学校 利府町立利府中学校 りふ 新田　奈緒 にった　なお 六

43 宮城県 中学校 蔵王町立宮中学校 みや 氏家　大輔 うじいえ　だいすけ 二 ○

44 秋田県 小学校 潟上市立追分小学校 おいわけ 相馬　真紀子 そうま　まきこ 一

45 秋田県 小学校 横手市立横手北小学校 よこてきた 佐々木　景子 ささき　けいこ 三

令和２年度被表彰教職員名簿（公立学校）
※一部常用漢字で表記しております。



No. 都道府県 種別 学校名 ふりがな 氏名 ふりがな 実践分野 若手奨励賞

46 秋田県 中学校 大館市立北陽中学校 ほくよう 阿部　里奈子 あべ　りなこ 一

47 秋田県 中学校 にかほ市立仁賀保中学校 にかほ 中野　綾子 なかの　あやこ 一

48 秋田県 中学校 八峰町立八峰中学校 はっぽう 吉田　茂樹 よしだ　しげき 一

49 秋田県 小学校 仙北市立生保内小学校 おぼない 三浦　和義 みうら　かずよし 一

50 秋田県 高等学校 秋田県立角館高等学校 かくのだて 高橋　華子 たかはし　はなこ 一

51 秋田県 特別支援学校 秋田県立栗田支援学校 くりた 北島　珠水 きたじま　たまみ 五

52 山形県 中学校 山形市立第二中学校 だいに 飛塚　理恵 とびつか　りえ 二

53 山形県 小学校 新庄市立日新小学校 にっしん 菊地　美香 きくち　みか 三

54 山形県 小学校 川西町立小松小学校 こまつ 市川　道子 いちかわ　みちこ 一

55 山形県 特別支援学校 山形県立ゆきわり養護学校 ゆきわり 鈴木　晶子 すずき　あきこ 五

56 山形県 高等学校
山形県立上山明新館高等学
校

かみのやまめいしん
かん

神原　洋 かみはら　ひろし 六

57 山形県 中学校 酒田市立第二中学校 だいに 遠藤　壮人 えんどう　まさと 二 ○

58 山形県 中学校 新庄市立日新中学校 にっしん 保科　智美 ほしな　ともみ 一

59 山形県 高等学校 山形県立加茂水産高等学校 かもすいさん 佐藤　亘 さとう　わたる 二

60 山形県 中学校 寒河江市立陵南中学校 りょうなん 今田　美幸 こんた　みゆき 一

61 山形県 小学校 寒河江市立西根小学校 にしね 渡邊　幸 わたなべ　さち 一

62 福島県 中学校 福島市立福島第三中学校 ふくしまだいさん 小針　知絵 こばり　ちえ 三

63 福島県 小学校 白河市立みさか小学校 みさか 荒井　　智 あらい　さとし 一

64 福島県 小学校 田村市立滝根小学校 たきね 藤井　千絵 ふじい　ちえ 一

65 福島県 高等学校 福島県立郡山商業高等学校
こおりやましょう
ぎょう

横田　日夏 よこた　ひなつ 四

66 福島県 高等学校 福島県立郡山高等学校 こおりやま 佐藤　朋子 さとう　ともこ 四

67 福島県 小学校 喜多方市立松山小学校 まつやま 岩本　美和子 いわもと　みわこ 五

68 福島県 小学校 相馬市立中村第二小学校 なかむらだいに 武口　友幸 たけぐち　ともゆき 一

69 福島県 中学校 須賀川市立第一中学校 だいいち 長谷川　淳 はせがわ　じゅん 九

70 福島県 小学校 棚倉町立棚倉小学校 たなぐら 戸井田　瞳 といだ　ひとみ 一

71 福島県 小学校 喜多方市立第一小学校 だいいち 伊藤　　大 いとう　だい 九

72 福島県 小学校 須賀川市立白方小学校 しらかた 鈴木　あや子 すずき　あやこ 四

73 福島県 高等学校 福島県立四倉高等学校 よつくら 三瓶　容子 さんぺい　ようこ 五

74 福島県 小学校 いわき市立小名浜東小学校 おなはまひがし 一ノ瀬　由美 いちのせ　ゆみ 一

75 福島県 高等学校 福島県立福島南高等学校 ふくしまみなみ 水野　慎也 みずの　しんや 四

76 茨城県 中学校 常陸太田市立世矢中学校 せや 大藤 一也 だいとう　かずや 一

77 茨城県 小学校 東海村立石神小学校 いしがみ 物井 恵子 ものい　けいこ 一

78 茨城県 中学校 行方市立麻生中学校 あそう 関口 喜昭 せきぐち　よしあき 一

79 茨城県 高等学校 茨城県立日立第一高等学校 ひたちだいいち 中山　顕 なかやま　あきら 四

80 茨城県 小学校 ひたちなか市立市毛小学校 いちげ 平井 良子 ひらい　りょうこ 九

81 茨城県 小学校 ひたちなか市立長堀小学校 ながほり 保立 貴博 ほたて　たかひろ 三 ○

82 茨城県 小学校 日立市立塙山小学校 はなやま 出野 洋嗣 いでの　ひろし 一

83 茨城県 小学校 潮来市立潮来小学校 いたこ 野口 まゆみ のぐち　まゆみ 三

84 茨城県 小学校 土浦市立都和南小学校 つわみなみ 小林 恵 こばやし　めぐみ 三

85 茨城県 小学校 牛久市立牛久第二小学校 うしくだいに 佐久間 理志 さくま　ただし 一 ○

86 茨城県 小学校
かすみがうら市立下稲吉小
学校

しもいなよし 武藤 裕子 むとう　ゆうこ 五

87 茨城県 中学校 下妻市立下妻中学校 しもつま 木村 涼子 きむら　りょうこ 一

88 茨城県 小学校 坂東市立逆井山小学校 さかさいやま 中山 尚美 なかやま　なおみ 二

89 茨城県 高等学校 茨城県立高萩清松高等学校 たかはぎせいしょう 志賀　栄文 しが　ひでふみ 一 ○

90 茨城県 高等学校 茨城県立水戸南高等学校 みとみなみ 木村　哲也 きむら　てつや 九

91 茨城県 高等学校 茨城県立土浦第三高等学校 つちうらだいさん 朝日　靖 あさひ　やすし 二

92 茨城県 高等学校
茨城県立竜ヶ崎第一高等学
校

りゅうがさきだいい
ち

大西　武彦 おおにし　たけひこ 一
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93 茨城県 高等学校 茨城県立真壁高等学校 まかべ 小野　力 おの　ちから 一

94 茨城県 高等学校 茨城県立三和高等学校 さんわ 秋本　啓太 あきもと　けいた 四 ○

95 茨城県 特別支援学校
茨城県立水戸高等特別支援
学校

みとこうとう 山口　麻由子 やまぐち　まゆこ 三

96 茨城県 特別支援学校 茨城県立勝田特別支援学校 かつた 飯村　由希子 いいむら　ゆきこ 五

97 茨城県 特別支援学校 茨城県立内原特別支援学校 うちはら 大槻　道子 おおつき　みちこ 五

98 栃木県 中学校 宇都宮市立雀宮中学校 すずめのみや 藤井　崇 ふじい　たかし 八

99 栃木県 中学校 日光市立大沢中学校 おおさわ 旭山　晴美 ひやま　はるみ 九

100 栃木県 中学校 真岡市立真岡中学校 もおか 齊藤　由美子 さいとう　ゆみこ 二

101 栃木県 小学校 小山市立羽川西小学校 はねかわにし 平塚　徹也 ひらつか　てつや 二

102 栃木県 小学校 野木町立新橋小学校 しんばし 吉田　理徳子 よしだ　りえこ 五

103 栃木県 中学校 栃木市立大平南中学校 おおひらみなみ 小林　伸彦 こばやし　のぶひこ 一

104 栃木県 小学校 野木町立南赤塚小学校 みなみあかつか 福田　幸代 ふくだ　ゆきよ 五

105 栃木県 小学校 さくら市立氏家小学校 うじいえ 吉永　恵 よしなが　めぐみ 一

106 栃木県 中学校 那須烏山市立烏山中学校 からすやま 大森　健史 おおもり　たけし 八

107 栃木県 中学校 那須塩原市立黒磯中学校 くろいそ 石井　宗宏 いしい　むねひろ 一

108 栃木県 中学校 大田原市立大田原中学校 おおたわら 渡邉　卓郎 わたなべ　たくろう 二

109 栃木県 小学校 足利市立東山小学校 ひがしやま 永島　厚洋 ながしま　あつひろ 四

110 栃木県 高等学校 栃木県立鹿沼商工高等学校 かぬましょうこう 佐藤　誠 さとう　まこと 二

111 栃木県 高等学校 栃木県立足利女子高等学校 あしかがじょし 染宮　唯二 そめみや　ゆうじ 二

112 栃木県 高等学校 栃木県立足利工業高等学校 あしかがこうぎょう 伊藤　光一 いとう　こういち 四

113 栃木県 特別支援学校 栃木県立聾学校 ろう 小川　友紀子 おがわ　ゆきこ 五

114 栃木県 特別支援学校
栃木県立南那須特別支援学
校

みなみなす 小林　奈津美 こばやし　なつみ 二

115 群馬県 特別支援学校 群馬県立二葉特別支援学校 ふたば 田中　邦治 たなか　くにはる 五

116 群馬県 高等学校 群馬県立前橋高等学校 まえばし 山﨑　貴弘 やまざき　たかひろ 八

117 群馬県 高等学校 群馬県立藤岡中央高等学校 ふじおかちゅうおう 丸山　美弥 まるやま　みや 一

118 群馬県 高等学校 群馬県立太田高等学校 おおた 金田　健一郎 かねだ　けんいちろう 四

119 群馬県 高等学校 群馬県立利根実業高等学校 とねじつぎょう 中里　知成 なかざと　ともなり 八

120 群馬県 中学校 藤岡市立鬼石中学校 おにし 平良　訓子 たいら　くにこ 一

121 群馬県 中学校 安中市立第一中学校 だいいち 鈴木　秀樹 すずき　ひでき 二

122 群馬県 中学校 沼田市立沼田中学校 ぬまた 福島　美由紀 ふくしま　みゆき 一

123 群馬県 中学校 太田市立太田中学校 おおた 赤石　淳 あかいし　じゅん 一

124 群馬県 中学校 みどり市立笠懸南中学校 かさかけみなみ 提橋　浩二 さげはし　こうじ 八

125 群馬県 小学校 前橋市立大胡東小学校 おおごひがし 柿沼　紀子 かきぬま　のりこ 五

126 群馬県 小学校 伊勢崎市立殖蓮小学校 うえはす 安藤　仁 あんどう　ひとし 三

127 群馬県 小学校 伊勢崎市立豊受小学校 とようけ 川端　美和 かわばた　みわ 一

128 群馬県 小学校 渋川市立伊香保小学校 いかほ 羽生田　嗣枝 はにゅうだ　つぐえ 八

129 群馬県 小学校 富岡市立妙義小学校 みょうぎ 茂木　友香里 もぎ　ゆかり 一

130 群馬県 小学校 中之条町立中之条小学校 なかのじょう 田島　雄二 たじま　ゆうじ 一

131 埼玉県 小学校 上尾市立東小学校 ひがし 大野　里香 おおの　りか 三

132 埼玉県 小学校 新座市立野寺小学校 のでら 田中　仁美 たなか　ひとみ 四

133 埼玉県 小学校 北本市立中丸小学校 なかまる 長谷川　典子 はせがわ　のりこ 一

134 埼玉県 小学校 戸田市立喜沢小学校 きざわ 野島　英樹 のじま　ひでき 九

135 埼玉県 小学校 所沢市立中央小学校 ちゅうおう 松長　誠 まつなが　まこと 一

136 埼玉県 小学校 川越市立川越小学校 かわごえ 浅野　直樹 あさの　なおき 八

137 埼玉県 小学校 毛呂山町立毛呂山小学校 もろやま 小笠原　陽子 おがさわら　ようこ 三

138 埼玉県 小学校 東松山市立高坂小学校 たかさか 中島　礼子 なかしま　れいこ 四

139 埼玉県 小学校 東秩父村立槻川小学校 つきがわ 河西　亜記子 かわにし　あきこ 一
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140 埼玉県 小学校 所沢市立富岡小学校 とみおか 畑中　隆行 はたなか　たかゆき 二 ○

141 埼玉県 小学校 川島町立伊草小学校 いぐさ 原　一芳 はら　かずよし 三

142 埼玉県 小学校 三郷市立早稲田小学校 わせだ 中嶋　圭一郎 なかじま　けいいちろう 一

143 埼玉県 小学校 羽生市立羽生北小学校 はにゅうきた 堀越　史子 ほりこし　ふみこ 五

144 埼玉県 小学校 久喜市立栗橋南小学校 くりはしみなみ 野間口　由己 のまぐち　ゆみ 一

145 埼玉県 小学校 松伏町立松伏小学校 まつぶし 田中　博史 たなか　ひろし 八

146 埼玉県 小学校 幸手市立さかえ小学校 さかえ 髙光　恵 たかみつ　めぐみ 一

147 埼玉県 小学校 春日部市立武里西小学校 たけさとにし 田上　幸代 たがみ　ゆきよ 九

148 埼玉県 中学校 蕨市立第一中学校 だいいち 北添　郁朗 きたぞえ　いくお 一

149 埼玉県 中学校 草加市立新田中学校 しんでん 若林　麻里子 わかばやし　まりこ 八

150 埼玉県 中学校 桶川市立桶川西中学校 おけがわにし 石川　優子 いしかわ　ゆうこ 一

151 埼玉県 中学校 志木市立志木中学校 しき 大坪　伸行 おおつぼ　のぶゆき 二 ○

152 埼玉県 中学校 川越市立名細中学校 なぐわし 安藤　栄信 あんどう　ひでのぶ 二

153 埼玉県 中学校 滑川町立滑川中学校 なめがわ 神田　敦子 かんだ　あつこ 一

154 埼玉県 中学校 上里町立上里北中学校 かみさときた 松浦　達也 まつうら　たつや 一

155 埼玉県 中学校 熊谷市立熊谷東中学校 くまがやひがし 中澤　聡子 なかざわ　さとこ 一

156 埼玉県 中学校 本庄市立児玉中学校 こだま 福島　麻祐子 ふくしま　まゆこ 三

157 埼玉県 中学校 越谷市立北中学校 きた 戸張　裕章 とばり　ひろあき 九

158 埼玉県 中学校 八潮市立八幡中学校 やわた 田中　貴大 たなか　たかひろ 九

159 埼玉県 高等学校 埼玉県立川越南高等学校 かわごえみなみ 春日井　優 かすがい　ゆう 一

160 埼玉県 高等学校
埼玉県立伊奈学園総合高等
学校

いながくえんそうご
う

野川　早苗 のがわ　さなえ 九

161 埼玉県 高等学校 埼玉県立皆野高等学校 みなの 五十嵐　義登 いがらし　よしと 五 ○

162 埼玉県 特別支援学校
埼玉県立特別支援学校大宮
ろう学園

おおみやろう 三宅　歩 みやけ　あゆみ 二

163 千葉県 小学校 船橋市立薬円台南小学校 やくえんだいみなみ 小野澤　美行 おのざわ　みゆき 一

164 千葉県 小学校 市川市立福栄小学校 ふくえい 市川　聡美 いちかわ　さとみ 一

165 千葉県 小学校
八千代市立八千代台西小学
校

やちよだいにし 髙原　圭子 たかはら　けいこ 二

166 千葉県 中学校 浦安市立高洲中学校 たかす 川﨑　康晴 かわさき　やすはる 一

167 千葉県 小学校 習志野市立谷津小学校 やつ 植草　真由美 うえくさ　まゆみ 三

168 千葉県 小学校 野田市立関宿中央小学校 せきやどちゅうおう 新井　直子 あらい　なおこ 一

169 千葉県 小学校 松戸市立梨香台小学校 りこうだい 田島　忍 たじま　しのぶ 一

170 千葉県 小学校 野田市立南部小学校 なんぶ 多々納　絵里 たたの　えり 一 ○

171 千葉県 小学校 香取市立山田小学校 やまだ 畔蒜　友子 あびる　ともこ 三

172 千葉県 小学校 香取市立北佐原小学校 きたさわら 小堀　景子 こぼり　けいこ 一

173 千葉県 中学校 いすみ市立大原中学校 おおはら 髙松　洋子 たかまつ　ひろこ 一

174 千葉県 小学校 茂原市立五郷小学校 ごごう 宇野　友美 うの　ともみ 一

175 千葉県 小学校 大網白里市立増穂北小学校 ますほきた 髙木　由美子 たかぎ　ゆみこ 五

176 千葉県 小学校 芝山町立芝山小学校 しばやま 髙橋　敦子 たかはし　あつこ 一

177 千葉県 中学校 茂原市立南中学校 みなみ 山口　晋 やまぐち　すすむ 一

178 千葉県 小学校 市原市立八幡小学校 やわた 宮原　良和 みやはら　よしかず 八

179 千葉県 中学校
木更津市立木更津第一中学
校

きさらづだいいち 稲村　和栄 いなむら　かずえ 三

180 千葉県 小学校 市原市立有秋西小学校 ゆうしゅうにし 唐澤　美奈子 からさわ　みなこ 三

181 千葉県 小学校 市原市立千種小学校 ちぐさ 仲村　通洋 なかむら みちひろ 一

182 千葉県 高等学校 千葉県立松戸国際高等学校 まつどこくさい 髙 　和子 たかはし　かずこ 一

183 千葉県 高等学校 銚子市立銚子高等学校 ちょうし 長　新人 ちょう　あらと 二

184 千葉県 特別支援学校
千葉県立大網白里特別支援
学校

おおあみしらさと 磯野　悦子 いその　えつこ 五

185 千葉県 特別支援学校 千葉県立船橋特別支援学校 ふなばし 染谷　智子 そめや　ともこ 三

186 東京都 小学校 文京区立千駄木小学校 せんだぎ 田畑　朋恵 たばた　ともえ 一
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187 東京都 中学校 文京区立第九中学校 だいく 土屋　純一 つちや　じゅんいち 一

188 東京都 小学校 文京区立湯島小学校 ゆしま 藤田　寛樹 ふじた　ひろき 一

189 東京都 小学校 台東区立千束小学校 せんぞく 深澤　和比古 ふかざわ　かずひこ 九

190 東京都 中学校 江東区立亀戸中学校 かめいど 児玉　聡 こだま　さとる 一

191 東京都 中学校 杉並区立向陽中学校 こうよう 菅原　幸弘 すがわら　ゆきひろ 一

192 東京都 小学校 杉並区立桃井第五小学校 ももいだいご 田中　博司 たなか　ひろし 五

193 東京都 小学校 杉並区立桃井第四小学校 ももいだいし 硲　充史 はざま　あつし 一

194 東京都 小学校 荒川区立第一日暮里小学校 だいいちにっぽり 石川　大輔 いしかわ　だいすけ 一

195 東京都 小学校 葛飾区立上平井小学校 かみひらい 小井土　円香 こいど　まどか 三

196 東京都 小学校 葛飾区立上千葉小学校 かみちば 加藤　みき子 かとう　みきこ 四

197 東京都 中学校 福生市立福生第二中学校 ふっさだいに 寺沢　陽子 てらさわ　ようこ 一

198 東京都 小学校 清瀬市立清瀬第七小学校 きよせだいなな 須山　望 すやま　のぞみ 三

199 東京都 小学校 武蔵村山市立第八小学校 だいはち 椎野　祐史 しいの　ゆうし 一

200 東京都 小学校 西東京市立住吉小学校 すみよし 栗原　光世 くりはら　みつよ 五

201 東京都 高等学校 東京都立千早高等学校 ちはや 親泊　寛昌 おやどまり　ひろまさ 六

202 東京都 特別支援学校 東京都立志村学園 しむらがくえん 夏目　理香 なつめ　りか 五

203 東京都 特別支援学校 東京都立鹿本学園 しかもと 小野寺　拓 おのでら　たく 六

204 東京都 中学校 荒川区立第三中学校 だいさん 小宮山　裕有未 こみやま　ゆうみ 一 ○

205 東京都 中学校 葛飾区立亀有中学校 かめあり 生井　晋太郎 なまい　しんたろう 一 ○

206 東京都 小学校 八王子市立松が谷小学校 まつがや 古屋　俊貴 ふるや　としき 五 ○

207 東京都 小学校 武蔵村山市立第七小学校 だいなな 吉村　康佑 よしむら　こうすけ 三 ○

208 東京都 高等学校 東京都立保谷高等学校 ほうや 尾見　由季子 おみ　ゆきこ 一 ○

209 東京都 特別支援学校 東京都立足立特別支援学校 あだち 中條　孝美 ちゅうじょう　たかみ 五 ○

210 東京都 高等学校 東京都立八丈高等学校 はちじょう 岸　愛乃 きし　あいの 九 ○

211 東京都 高等学校 東京都立千歳丘高等学校 ちとせがおか 中村　里津也 なかむら　りつや 一 ○

212 東京都 特別支援学校 東京都立志村学園 しむらがくえん 高橋　みちな たかはし　みちな 五 ○

213 東京都 特別支援学校
東京都立八王子東特別支援
学校

はちおうじひがし 山田　梨紗 やまだ　りさ 四 ○

214 神奈川県 高等学校 神奈川県立川和高等学校 かわわ 我那覇　美穂 がなは　みほ 四 ○

215 神奈川県 高等学校
神奈川県立横浜修悠館高等
学校

よこはましゅうゆう
かん

加藤　早紀 かとう　さき 四

216 神奈川県 特別支援学校 神奈川県立あおば支援学校 あおばしえん 南條　剛士 なんじょう　つよし 四

217 神奈川県 高等学校
神奈川県立横浜氷取沢高等
学校

よこはまひとりざわ 安齋　賢 あんざい　けん 九

218 新潟県 小学校 上越市立国府小学校 こくふ 矢﨑　朋子 やさき　ともこ 五

219 新潟県 高等学校 新潟県立五泉高等学校 ごせん 伊藤　優美 いとう　ゆみ 一 ○

220 新潟県 小学校 長岡市立表町小学校 おもてまち 水谷　徹平 みずたに　てっぺい 一

221 新潟県 小学校 見附市立見附小学校 みつけ 松井　陽一 まつい　よういち 一

222 新潟県 小学校 村上市立村上小学校 むらかみ 八藤後　和男 やとうご　かずお 五

223 新潟県 中学校 糸魚川市立能生中学校 のう 桑原　正博 くわはら　まさひろ 一

224 新潟県 高等学校 新潟県立長岡大手高等学校 ながおかおおて 太田　明子 おおた　あきこ 一

225 新潟県 中学校 長岡市立三島中学校 みしま 齋藤　忠之 さいとう　ただゆき 一

226 新潟県 中学校 柏崎市立第一中学校 だいいち 樋口　雅樹 ひぐち　まさき 九

227 新潟県 中学校 五泉市立村松桜中学校 むらまつさくら 井上　定浩 いのうえ　さだひろ 一

228 新潟県 特別支援学校 新潟県立柏崎特別支援学校 かしわざき 土田　優子 つちだ　ゆうこ 五

229 新潟県 高等学校 新潟県立新井高等学校 あらい 渡辺　政寿 わたなべ　まさとし 七

230 新潟県 高等学校 新潟県立八海高等学校 はっかい 関川　博紀 せきかわ　ひろき 四

231 富山県 小学校 立山町立立山小学校 たてやま 水野　禎範 みずの　よしのり 二

232 富山県 中学校 黒部市立清明中学校 せいめい 澤田　良子 さわだ　よしこ 三

233 富山県 高等学校 富山県立滑川高等学校 なめりかわ 吉倉　桂三 よしくら　けいぞう 一
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234 富山県 中学校 砺波市立般若中学校 はんにゃ 藤田　栄子 ふじた　えいこ 一

235 富山県 小学校 射水市立片口小学校 かたぐち 中野　葉子 なかの　ようこ 一

236 富山県 小学校 滑川市立西部小学校 せいぶ 田中　史恵 たなか　ふみえ 一

237 富山県 小学校 朝日町立あさひ野小学校 あさひの 上嶋　早織 かみしま　さおり 一

238 富山県 小学校 上市町立白萩西部小学校 しらはぎせいぶ 中川　伊通子 なかがわ　いつこ 一

239 石川県 小学校 加賀市立勅使小学校 ちょくし 中田　勝博 なかだ　かつひろ 一

240 石川県 小学校 金沢市立諸江町小学校 もろえまち 橋田　真由美 はしだ　まゆみ 一

241 石川県 小学校 中能登町立鳥屋小学校 とりや 岡島　優子 おかじま　ゆうこ 八

242 石川県 小学校 珠洲市立正院小学校 しょういん 坂東　法子 ばんどう　のりこ 八

243 石川県 中学校 小松市立松陽中学校 しょうよう 大路　葉子 おおじ　ようこ 一

244 石川県 中学校 金沢市立港中学校 みなと 皆川　美都子 みながわ　みつこ 一

245 石川県 高等学校 石川県立大聖寺高等学校 だいしょうじ 髙野　英樹 たかの　ひでき 一

246 石川県 高等学校 石川県立金沢泉丘高等学校
かなざわいずみがお
か

大島　理子 おおしま　のりこ 一

247 石川県 高等学校 石川県立輪島高等学校 わじま 橋場　将之 はしば　まさゆき 八

248 石川県 特別支援学校 石川県立盲学校 もう 上原　崇 うえはら　たかし 一

249 福井県 小学校 福井市春山小学校 はるやま 石川　晶子 いしかわ　あきこ 一

250 福井県 小学校 坂井市立大石小学校 おおいし 田村  美弥子 たむら　みやこ 一

251 福井県 小学校 敦賀市立黒河小学校 くろこ 中村  高 なかむら　たかし 一

252 福井県 高等学校 福井県立科学技術高等学校 かがくぎじゅつ 千葉　晴信 ちば　はるのぶ 一

253 福井県 高等学校 福井県立勝山高等学校 かつやま 酒井　治 さかい　おさむ 一

254 福井県 中学校 南越前町立今庄中学校 いまじょう 杉本　大悟 すぎもと　だいご 二

255 福井県 特別支援学校 福井県立福井特別支援学校 ふくい 寺澤　麻紀 てらざわ　まき 五

256 山梨県 特別支援学校 山梨県立甲府支援学校 こうふ 寺西　修 てらにし　おさむ 五

257 山梨県 高等学校 山梨県立甲府工業高等学校 こうふこうぎょう 清水　昌宏 しみず　まさひろ 九

258 山梨県 小学校 韮崎市立甘利小学校 あまり 田中　亮 たなか　りょう 九

259 山梨県 小学校 昭和町立西条小学校 さいじょう 保坂　直行 ほさか　なおゆき 九

260 山梨県 小学校 甲州市立松里小学校 まつさと 古屋　岳治 ふるや　たけはる 一

261 山梨県 中学校 山梨市立山梨南中学校 やまなしみなみ 平井　成二 ひらい　せいじ 四

262 山梨県 小学校 市川三郷町立上野小学校 うえの 渡邉　菊美 わたなべ　きくみ 一

263 山梨県 小学校 大月市立初狩小学校 はつかり 小笠原　睦美 おがさはら　むつみ 一

264 長野県 中学校 伊那市立東部中学校 とうぶ 大畑　賢二 おおはた　けんじ 二

265 長野県 小学校 長野市立徳間小学校 とくま 小林　達明 こばやし　たつあき 一

266 長野県 中学校 茅野市立東部中学校 とうぶ 山﨑　雅也 やまざき　まさや 一

267 長野県 中学校 松本市立鎌田中学校 かまだ 降幡　理恵 ふりはた　りえ 四

268 長野県 高等学校 長野県須坂創成高等学校 すざかそうせい 山口　新一 やまぐち　しんいち 一

269 長野県 中学校 須坂市立常盤中学校 ときわ 駒村　京子 こまむら　きょうこ 一

270 長野県 高等学校 長野県箕輪進修高等学校 みのわしんしゅう 伊東　和 いとう　なごみ 五

271 長野県 小学校 千曲市立五加小学校 ごか 大久保　欽章 おおくぼ　よしあき 九

272 長野県 中学校 飯田市立飯田東中学校 いいだひがし 下平　浩之 しもだいら　ひろゆき 一

273 長野県 小学校 大町市立美麻小中学校 みあさ 野本　和幸 のもと　かずゆき 一

274 長野県 小学校
軽井沢町立軽井沢西部小学
校

かるいざわせいぶ 石山　れいか いしやま　れいか 九

275 長野県 高等学校 長野県須坂創成高等学校 すざかそうせい 垂澤　和憲 たれさわ　かずのり 一

276 長野県 特別支援学校 長野県長野盲学校 ながのもう 社納　龍太 しゃのう　りゅうた 五

277 長野県 小学校 中野市立高社小学校 こうしゃ 掛川　哲史 かけがわ　てつし 六

278 長野県 特別支援学校 長野県稲荷山養護学校 いなりやま 竹内　奏子 たけうち　かなこ 三

279 長野県 小学校 安曇野市立豊科北小学校 とよしなきた 矢野　司 やの　つかさ 一

280 長野県 高等学校 長野県軽井沢高等学校 かるいざわ 中山　恵理奈 なかやま　えりな 六
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281 長野県 中学校 東御市立東部中学校 とうぶ 今村　善隆 いまむら　よしたか 四

282 長野県 小学校 飯山市立木島小学校 きじま 平田　久貴 ひらた　ひさたか 一

283 岐阜県 中学校 羽島市立竹鼻中学校 たけはな 田中　利典 たなか　としのり 一

284 岐阜県 小学校 本巣市立席田小学校 むしろだ 鷲見　弥生 すみ　やよい 八

285 岐阜県 小学校 笠松町立下羽栗小学校 しもはぐり 木村　由紀 きむら　ゆき 九

286 岐阜県 中学校 大垣市立東中学校 ひがし 日比野　佑亮 ひびの　ゆうすけ 二

287 岐阜県 中学校 関市立桜ヶ丘中学校 さくらがおか 松野　幸一 まつの　こういち 九

288 岐阜県 中学校 郡上市立白鳥中学校 しろとり 横山　恵子 よこやま　けいこ 一

289 岐阜県 小学校 白川町立蘇原小学校 そはら 鈴木　美幸 すずき　みゆき 五

290 岐阜県 中学校 可児市立西可児中学校 にしかに 奥田　晋也 おくだ　しんや 九

291 岐阜県 小学校 多治見市立昭和小学校 しょうわ 齋藤　七絵 さいとう　ななえ 三

292 岐阜県 中学校 恵那市立恵那西中学校 えなにし 松村　香里 まつむら　かおり 一

293 岐阜県 小学校 瑞浪市立瑞浪小学校 みずなみ 加藤　操 かとう　みさお 一

294 岐阜県 中学校 高山市立松倉中学校 まつくら 木戸脇　千景 きどわき　ちかげ 二

295 岐阜県 義務教育学校 白川村立白川郷学園 しらかわごう 野島　友紀 のじま　ゆき 三

296 岐阜県 高等学校 岐阜県立大垣桜高等学校 おおがきさくら 須藤　亜由子 すどう　あゆこ 二

297 岐阜県 高等学校 岐阜県立加茂農林高等学校 かものうりん 井ノ浦　慎司 いのうら　しんじ 一

298 岐阜県 高等学校 岐阜県立東濃高等学校 とうのう 佐合　ゆかり さごう　ゆかり 一

299 岐阜県 高等学校 岐阜県立斐太高等学校 ひだ 福岡　晴美 ふくおか　はるみ 三

300 岐阜県 特別支援学校
岐阜県立岐阜希望が丘特別
支援学校

ぎふきぼうがおか 出野　由美子 いでの　ゆみこ 五

301 岐阜県 特別支援学校 岐阜県立可茂特別支援学校 かも 本田　知子 ほんだ　ともこ 五

302 静岡県 幼稚園 掛川市立土方幼稚園 ひじかた 久保田　恵子　 くぼた　けいこ 五

303 静岡県 小学校 牧之原市立地頭方小学校 じとうがた 酒井　啓二 さかい　けいじ 九

304 静岡県 小学校 掛川市立上内田小学校 かみうちだ 安間　和美 あんま　かずみ 一

305 静岡県 小学校 袋井市立今井小学校 いまい 中村　美保 なかむら　みほ 六

306 静岡県 中学校 磐田市立竜洋中学校 りゅうよう 石川　史江 いしかわ　ふみえ 一

307 静岡県 中学校 焼津市立焼津中学校 やいづ 大石　みゆき おおいし　みゆき 九

308 静岡県 小学校 裾野市立西小学校 にし 米山　徹 よねやま　とおる 五

309 静岡県 小学校 南伊豆町立南中小学校 みなみなか 鎌倉　珠恵 かまくら　たまえ 三

310 静岡県 小学校 熱海市立第一小学校 だいいち 西嶋　美紀 にしじま　みき 一

311 静岡県 小学校 富士市立今泉小学校 いまいずみ 八ツ木　詠美子 やつぎ　えみこ 一

312 静岡県 中学校 伊豆市立修善寺中学校 しゅぜんじ 小林　幸子 こばやし　さちこ 九

313 静岡県 中学校 沼津市立大岡中学校 おおおか 中村　富美子 なかむら　ふみこ 三

314 静岡県 高等学校 静岡県立横須賀高等学校 よこすか 大石　裕治 おおいし　ゆうじ 二

315 静岡県 高等学校 静岡県立熱海高等学校 あたみ 小見山　秀彦 こみやま　ひでひこ 六

316 静岡県 高等学校 静岡県立浜松商業高等学校
はままつしょうぎょ
う

江間　啓之 えま　けいじ 一

317 静岡県 高等学校 静岡県立袋井商業高等学校
ふくろいしょうぎょ
う

浅井　宏子 あさい　ひろこ 九

318 静岡県 高等学校 静岡県立沼津西高等学校 ぬまづにし 土屋　雅孝 つちや　まさたか 二

319 静岡県 特別支援学校 静岡県立浜松特別支援学校
はままつとくべつし
えん

内田　律子 うちだ　りつこ 五

320 静岡県 特別支援学校 静岡県立掛川特別支援学校
かけがわとくべつし
えん

夏目　奈保子 なつめ　なほこ 五

321 静岡県 特別支援学校 静岡県立袋井特別支援学校
ふくろいとくべつし
えん

山下　真粧美 やました　まさみ 八

322 愛知県 小学校 小牧市立味岡小学校 あじおか 舩橋　玄 ふなはし　げん 一

323 愛知県 小学校 稲沢市立大里西小学校 おおさとにし 馬場　日登美 ばば　ひとみ 一

324 愛知県 小学校 豊明市立豊明小学校 とよあけ 桑原　久和 くわばら　ひさかず 五

325 愛知県 小学校 清須市立春日小学校 はるひ 増田　光香 ますだ　みつか 一

326 愛知県 小学校 津島市立神守小学校 かもり 　麻希 つじ　あさぎ 一

327 愛知県 小学校 岡崎市立男川小学校 おとがわ 原田　康成 はらだ　やすなり 一
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328 愛知県 小学校 岡崎市立常磐東小学校 ときわひがし 恩田　友恵 おんだ　ともえ 二

329 愛知県 小学校 豊田市立萩野小学校 はぎの 釜屋　万里亜 かまや　まりあ 一

330 愛知県 小学校 豊田市立上鷹見小学校 かみたきみ 岩井　晋子 いわい　しんこ 九

331 愛知県 小学校 西尾市立矢田小学校 やた 牧　みどり まき　みどり 一

332 愛知県 小学校 知立市立猿渡小学校 さわたり 岸　太平 きし　たいへい 一 ○

333 愛知県 小学校 豊橋市立磯辺小学校 いそべ 牧野　克紀 まきの　かつのり 一

334 愛知県 小学校 豊川市立桜町小学校 さくらまち 中村　美香 なかむら　みか 一

335 愛知県 小学校 田原市立六連小学校 むつれ 大羽　佳洋 おおば　よしひろ 一

336 愛知県 小学校 設楽町立名倉小学校 なぐら 村松　睦根 むらまつ　むつね 一

337 愛知県 小学校 春日井市立柏原小学校 かしはら 安田　浩貴 やすだ　ひろたか 八

338 愛知県 中学校 一宮市立葉栗中学校 はぐり 鈴木　彩子 すずき　さいこ 一

339 愛知県 中学校 瀬戸市立にじの丘中学校 にじのおか 山中　晶貴 やまなか　あきたか 一

340 愛知県 中学校 春日井市立西部中学校 せいぶ 堀田　誠也 ほった　せいや 九

341 愛知県 中学校 岩倉市立南部中学校 なんぶ 加藤　洋子 かとう　ようこ 九

342 愛知県 中学校 蟹江町立蟹江中学校 かにえ 今井　俊介 いまい　しゅんすけ 四

343 愛知県 中学校 半田市立青山中学校 あおやま 金　成智 きむ　そんぢ 九

344 愛知県 中学校 知多市立八幡中学校 やわた 石橋　雅代 いしばし　まさよ 一

345 愛知県 中学校 南知多町立篠島中学校 しのじま 宮下　裕紀 みやした　ゆうき 一

346 愛知県 中学校 豊田市立末野原中学校 すえのはら 照山　紀子 てるやま　のりこ 一

347 愛知県 中学校 安城市立安城西中学校 あんじょうにし 久保田　香直 くぼた　こしき 一

348 愛知県 中学校 豊橋市立北部中学校 ほくぶ 古田　昌史 ふるた　まさし 八

349 愛知県 高等学校 愛知県立守山高等学校 もりやま 立松　伸悟 たてまつ　しんご 一

350 愛知県 高等学校 愛知県立緑丘高等学校 みどりがおか 伊藤　夏樹 いとう　なつき 一

351 愛知県 高等学校 愛知県立瀬戸高等学校 せと 河村　直樹 かわむら　なおき 九

352 愛知県 高等学校 愛知県立春日井西高等学校 かすがいにし 口ノ町　由美子 くちのまち　ゆみこ 一

353 愛知県 高等学校 愛知県立犬山南高等学校 いぬやまみなみ 菊田　兼一 きくた　けんいち 二

354 愛知県 高等学校 愛知県立稲沢高等学校 いなざわ 竹井　美樹 たけい　はるき 二

355 愛知県 高等学校 愛知県立衣台高等学校 ころもだい 山﨑　浩司 やまさき　こうじ 九

356 愛知県 高等学校 愛知県立鶴城丘高等学校 かくじょうがおか 上沼　善雪 かみぬま　よしゆき 一

357 愛知県 高等学校 愛知県立三谷水産高等学校 みやすいさん 近藤　美智雄 こんどう　みちお 二

358 愛知県 高等学校 豊橋市立豊橋高等学校 とよはし 竹内　克彦 たけうち　かつひこ 二

359 愛知県 高等学校 愛知県立名古屋南高等学校 なごやみなみ 上原　亜希子 うえはら　あきこ 八

360 愛知県 特別支援学校 愛知県立岡崎聾学校 おかざきろう 菅沼　雅子 すがぬま　まさこ 一

361 愛知県 特別支援学校 愛知県立岡崎盲学校 おかざきもう 犬塚　俊裕 いぬづか　としひろ 五

362 愛知県 特別支援学校 愛知県立豊橋聾学校 とよはしろう 佐野　祐子 さの　ゆうこ 五

363 愛知県 特別支援学校
愛知県立ひいらぎ特別支援
学校

ひいらぎ 鈴木　美香 すずき　みか 五

364 三重県 小学校 三重県津市立育生小学校 いくせい 辻　大輔 つじ　だいすけ 五

365 三重県 小学校 三重県伊勢市立宮山小学校 みややま 森田　剛史 もりた　つよし 一

366 三重県 中学校
三重県鈴鹿市立平田野中学
校

ひらたの 渥美　勇輝 あつみ　ゆうき 一

367 三重県 中学校 三重県伊勢市立港中学校 みなと 岡井　太郎 おかい　たろう 四

368 三重県 高等学校 三重県立紀南高等学校 きなん 込谷　徳隆 こみや　のりたか 一

369 三重県 高等学校 三重県立名張青峰高等学校 なばりせいほう 向山　明佳 むかいやま　あきよし 一

370 三重県 特別支援学校 三重県立城山特別支援学校 しろやま 佐藤　千夏 さとう　ちなつ 五

371 滋賀県 中学校 大津市立打出中学校 うちで 福田　寛 ふくだ　ひろし 二

372 滋賀県 中学校 竜王町立竜王中学校 りゅうおう 小磯　真由美 こいそ　まゆみ 一

373 滋賀県 中学校 長浜市立北中学校 きた 細江　秀樹 ほそえ　ひでき 二

374 滋賀県 中学校 守山市立明富中学校 あけとみ 淺野　智子 あさの　さとこ 四
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375 滋賀県 小学校 大津市立長等小学校 ながら 林　香里 はやし　かおり 八

376 滋賀県 中学校 彦根市立中央中学校 ちゅうおう 清水　ひろみ しみず　ひろみ 九

377 滋賀県 小学校 彦根市立城南小学校 じょうなん 竹中　美由紀 たけなか　みゆき 九

378 滋賀県 幼稚園 大津市立瀬田東幼稚園 せたひがし 川　暁子 よしかわ　あきこ 一

379 京都府 中学校 向日市立勝山中学校 かつやま 島津　真紀 しまづ　まき 一

380 京都府 小学校 木津川市立棚倉小学校 たなくら 瀨戸　陽子 せと　ようこ 一

381 京都府 中学校 宇治市立宇治中学校 うじ 岩井　佳慧 いわい　かえ 九

382 京都府 小学校 南丹市立園部第二小学校 そのべだいに 日下部　明子 くさかべ　あきこ 一

383 京都府 小学校 福知山市立成仁小学校 せいじん 八板　貴子 やいた　たかこ 一

384 京都府 中学校 京丹後市立峰山中学校 みねやま 平林　稔久 ひらばやし　としひさ 四

385 京都府 高等学校 京都府立鴨沂高等学校 おうき 向髙　亜由美 むこだか　あゆみ 九

386 京都府 高等学校 京都府立西乙訓高等学校 にしおとくに 宮本　直人 みやもと　なおと 四

387 京都府 高等学校 京都府立加悦谷高等学校 かやだに 木村　純樹 きむら　じゅんき 四

388 京都府 特別支援学校 京都府立向日が丘支援学校 むこうがおか 栄浪　淳子 えなみ　じゅんこ 三

389 大阪府 特別支援学校 大阪府立光陽支援学校 こうよう 川原　克浩 かわはら　かつひろ 五

390 大阪府 特別支援学校
大阪府立なにわ高等支援学
校

なにわ 野間　幹生 のま みきお 五

391 大阪府 高等学校 大阪府立岬高等学校 みさき 橋本　公貴 はしもと　こうき 五

392 大阪府 高等学校 大阪府立淀川工科高等学校 よどがわこうか 林　隆一郎 はやし　りゅういちろう 一

393 大阪府 高等学校 大阪府立大冠高等学校 おおかんむり 福田　深雪 ふくだ　みゆき 六

394 大阪府 特別支援学校 大阪府立刀根山支援学校 とねやま 船木　雄太郎 ふなき　ゆうたろう 五

395 大阪府 高等学校 大阪府立佐野工科高等学校 さのこうか 森栗　晃史 もりくり　こうじ 一

396 大阪府 高等学校 大阪府立桜塚高等学校 さくらづか 本多　隼人 ほんだ　はやと 一 ○

397 大阪府 義務教育学校 八尾市立高安小中学校 たかやす 劉　崇治 ゆう　すんち 一

398 大阪府 中学校 大東市立大東中学校 だいとう 筧　誠人 かけい　まさと 一

399 大阪府 中学校 太子町立中学校 たいしちょうりつ 村　元貴 よしむら　もとき 九 ○

400 大阪府 小学校 寝屋川市立南小学校 みなみ 田　光宏 よしだ　みつひろ 一

401 兵庫県 高等学校 県立太子高等学校 たいし 宮下　裕司 みやした　ゆうじ 四

402 兵庫県 高等学校 県立宝塚北高等学校 たからづかきた 木村　智志 きむら　さとし 四

403 兵庫県 中学校 尼崎市立大庄北中学校 おおしょうきた 西前 孝嗣 にしまえ たかつぐ 一

404 兵庫県 高等学校 県立社高等学校 やしろ 山田　真利 やまだ　しんり 四

405 兵庫県 小学校 加古川市立若宮小学校 わかみや 滿石 大輔 みついし だいすけ 一

406 兵庫県 高等学校 県立有馬高等学校 ありま 長光 雅実 ながみつ　まさみ 六

407 兵庫県 高等学校 県立長田商業高等学校 ながたしょうぎょう 田口　順一 たぐち　じゅんいち 二

408 兵庫県 中学校 朝来市立朝来中学校 あさご 藤本 美千代 ふじもと みちよ 一

409 兵庫県 小学校 加東市立滝野東小学校 たきのひがし 松尾 能志 まつお たかし 一

410 兵庫県 高等学校 県立兵庫工業高等学校 ひょうごこうぎょう 井戸　康善 いど　やすよし 四

411 兵庫県 高等学校 県立伊丹北高等学校 いたみきた 阪本　正和 さかもと　まさかず 四

412 兵庫県 小学校 伊丹市立南小学校 みなみ 長村　美智予 ながむら　みちよ 八

413 兵庫県 高等学校 県立加古川東高等学校 かこがわひがし 志水　正人 しみず　まさと 四

414 兵庫県 小学校 太子町立太田小学校 おおだ 小林　令子 こばやし　れいこ 八

415 兵庫県 中学校 姫路市立花田中学校 はなだ 佐野 直弘 さの ただひろ 二

416 兵庫県 中学校 明石市立江井島中学校 えいがしま 山端 早百合 やまばた さゆり 一

417 兵庫県 特別支援学校 県立東はりま特別支援学校 ひがしはりま 赤本　登美子 あかもと　とみこ 五

418 兵庫県 高等学校 県立武庫荘総合高等学校 むこのそうそうごう 関根　徳浩 せきね　のりひろ 九

419 兵庫県 高等学校 県立加古川東高等学校 かこがわひがし 東郷　好彦 とうごう　よしひこ 一

420 兵庫県 小学校 明石市立清水小学校 しみず 内田 靖子 うちだ やすこ 三

421 兵庫県 高等学校 県立伊川谷高等学校 いかわだに 河合　祐介 かわい　ゆうすけ 六
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422 兵庫県 高等学校 県立神戸高等学校 こうべ 繁戸　克彦 しげと　かつひこ 九

423 兵庫県 小学校 三田市立あかしあ台小学校 あかしあだい 福江 淳 ふくえ あつし 四

424 兵庫県 小学校 三田市立すずかけ台小学校 すずかけだい 森安 修子 もりやす のぶこ 一

425 兵庫県 高等学校 県立飾磨工業高等学校 しかまこうぎょう 一ツ屋　博文 ひとつや　ひろふみ 四

426 兵庫県 特別支援学校 伊丹市立伊丹特別支援学校 いたみ 渡邊　真美 わたなべ　まみ 五

427 奈良県 小学校 香芝市立二上小学校 にじょう 廣川　伊希子 ひろかわ　いきこ 三

428 奈良県 小学校 橿原市立新沢小学校 にいざわ 安本　靖子 やすもと　やすこ 八

429 奈良県 中学校 河合町立河合第一中学校 かわいだいいち 松井　優子 まつい　ゆうこ 八

430 奈良県 中学校 香芝市立香芝北中学校 かしばきた 山下　重衡 やました　しげひら 四

431 奈良県 中学校 葛城市立新庄中学校 しんじょう 山本　洋介 やまもと　ようすけ 一

432 奈良県 高等学校 奈良情報商業高等学校
ならじょうほうしょ
うぎょう

足立　友美 あだち　ともみ 九

433 奈良県 高等学校 登美ケ丘高等学校 とみがおか 荒木　敏行 あらき　はるゆき 一

434 和歌山県 小学校 和歌山市立岡崎小学校 おかざき 豊田　麗香 とよた　れいか 一

435 和歌山県 小学校 広川町立津木小学校 つぎ 中山　早苗 なかやま　さなえ 一

436 和歌山県 中学校 紀の川市立打田中学校 うちた 松尾　千鶴 まつお　ちづ 一

437 和歌山県 中学校 有田市立保田中学校 やすだ 藪　哲士 やぶ　てつし 一

438 和歌山県 中学校 田辺市立明洋中学校 めいよう 那須　明 なす　あきら 四

439 和歌山県 高等学校 和歌山県立新宮高等学校 しんぐう 橘　恭子 たちばな　きょうこ 一

440 和歌山県 高等学校 和歌山県立向陽高等学校 こうよう 三龍　直子 さんりょう　なおこ 一

441 和歌山県 高等学校
和歌山県立有田中央高等学
校

ありだちゅうおう 岩橋　孝朗 いわはし　たかあき 一

442 和歌山県 高等学校
和歌山県立田辺工業高等学
校

たなべこうぎょう 髙井　正人 たかい　まさと 一

443 和歌山県 高等学校 和歌山県立桐蔭高等学校 とういん 藤木　郁久 ふじき　いくひさ 四

444 鳥取県 中学校 鳥取市立北中学校 きた 村中　ひろみ むらなか　ひろみ 一

445 鳥取県 高等学校 鳥取県立鳥取西高等学校 とっとりにし 林　耕介 はやし　こうすけ 一

446 鳥取県 特別支援学校 鳥取県立米子養護学校 よなごようご 前田　美波 まえた　みは 五

447 鳥取県 中学校 米子市立後藤ヶ丘中学校 ごとうがおか 米原　真吾 よねはら　しんご 一

448 鳥取県 高等学校 鳥取県立米子高等学校 よなご 佐々木　章人 ささき　あきひと 一

449 鳥取県 小学校
東伯郡湯梨浜町立羽合小学
校

はわい 由井　祥栄 ゆい　よしえ 一

450 鳥取県 高等学校 鳥取県立米子工業高等学校 よなごこうぎょう 永林　昭 ながばやし　あきら 二

451 島根県 小学校 出雲市立塩冶小学校 えんや 岡田　由美 おかだ　ゆみ 八

452 島根県 中学校 松江市立第一中学校 だいいち 園山　裕之 そのやま　ひろゆき 一

453 島根県 高等学校 島根県立松江商業高等学校 まつえしょうぎょう 石倉　輝也 いしくら　てるなり 一

454 島根県 高等学校 島根県立横田高等学校 よこた 伊藤　靖之 いとう　やすゆき 四

455 島根県 中学校 益田市立益田中学校 ますだ 三明　美由喜 みあけ　みゆき 一

456 岡山県 小学校 倉敷市立玉島南小学校 たましまみなみ 大塚　愛子 おおつか　あいこ 一

457 岡山県 小学校 倉敷市立倉敷西小学校 くらしきにし 安藤　正 あんどう　ただし 一

458 岡山県 小学校 美咲町立美咲中央小学校 みさきちゅうおう 忠政　彰浩 ただまさ　あきひろ 一

459 岡山県 小学校 真庭市立落合小学校 おちあい 二宗　謙次 にしゅう　けんじ 一

460 岡山県 中学校 浅口市立金光中学校 こんこう 廣畑　彰洋 ひろはた　あきひろ 一

461 岡山県 中学校 倉敷市立北中学校 きた 大石　武道 おおいし　たけみち 二

462 岡山県 中学校 津山市立北陵中学校 ほくりょう 大塚　しのぶ おおつか　しのぶ 一

463 岡山県 高等学校 岡山県立笠岡工業高等学校 かさおかこうぎょう 芦田　忠大 あしだ　ただひろ 一

464 岡山県 高等学校 岡山県立高梁城南高等学校 たかはしじょうなん 仲元　律子 なかもと　りつこ 一

465 岡山県 高等学校 岡山県立津山高等学校 つやま 太田　英明 おおた　ひであき 一

466 岡山県 特別支援学校 岡山県立早島支援学校 はやしま 佐宮　尚宏 さみや　なおひろ 五

467 広島県 小学校 廿日市市立四季が丘小学校 しきがおか 松田　綾子 まつだ　あやこ 一

468 広島県 中学校 福山市立千年中学校 ちとせ 箱田　淳子 はこだ　じゅんこ 一
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469 広島県 高等学校 広島県立西条農業高等学校
さいじょうのうぎょ
う

大平　理恵 おおひら　りえ 一

470 広島県 高等学校 広島県立安古市高等学校 やすふるいち 川合　昭平 かわい　あきひら 一

471 広島県 小学校 福山市立日吉台小学校 ひよしだい 岡田　さつき おかだ　さつき 一

472 広島県 小学校 尾道市立日比崎小学校 ひびざき 大谷　哲也 おおたに　てつや 一

473 広島県 中学校 北広島町立豊平中学校 とよひら 松村　歌織 まつむら　かおり 三

474 広島県 中学校 呉市立昭和北中学校 しょうわきた 川原　亜弥 かわはら　あみ 一

475 広島県 高等学校 広島県立黒瀬高等学校 くろせ 真鍋　孝子 まなべ　たかこ 一

476 広島県 高等学校 広島県立御調高等学校 みつぎ 小川　直文 おがわ　なおふみ 一

477 広島県 中学校 福山市立城南中学校 じょうなん 信岡　ゆかり のぶおか　ゆかり 三

478 山口県 小学校 下松市立久保小学校 くぼ 山根　靖弘 やまね　やすひろ 一

479 山口県 小学校 山口市立佐山小学校 さやま 福江　由美 ふくえ　ゆみ 一

480 山口県 小学校 宇部市立西岐波小学校 にしきわ 丸山　登容子 まるやま　とよこ 六

481 山口県 小学校 長門市立向陽小学校 こうよう 山根　幸恵 やまね　ゆきえ 九

482 山口県 中学校 岩国市立東中学校 ひがし 中村　高之 なかむら　たかゆき 二

483 山口県 中学校 周防大島町立大島中学校 おおしま 大谷　典子 おおたに　のりこ 一

484 山口県 中学校 山口市立小郡中学校 おごおり 田村　恵美 たむら　めぐみ 一

485 山口県 中学校 下関市立文洋中学校 ぶんよう マレル　由佳 まれる　ゆか 一

486 山口県 高等学校 山口県立美祢青嶺高等学校 みねせいりょう 安成　淳子 やすなり　じゅんこ 一

487 山口県 高等学校 山口県立華陵高等学校 かりょう 石田　尚子 いしだ　しょうこ 一

488 山口県 高等学校 山口県立下関南高等学校 しものせきみなみ 片山　裕子 かたやま　ゆうこ 一

489 山口県 高等学校 山口県立柳井商工高等学校 やないしょうこう 田中　孝治 たなか　こうじ 六

490 徳島県 小学校 鳴門市撫養小学校 むや 手城　敦至 てしろ　あつし 八

491 徳島県 小学校 美馬市立脇町小学校 わきまち 野々村　歌織 ののむら　かおり 一

492 徳島県 中学校 徳島市富田中学校 とみだ 井藤　久也 いとう　ひさや 八

493 徳島県 中学校 美波町立由岐中学校 ゆき 田中　香苗 たなか　かなえ 一

494 徳島県 高等学校 徳島県立城西高等学校 じょうせい 川西　和男 かわにし かずお 一

495 徳島県 高等学校
徳島県立徳島科学技術高等
学校

とくしまかがくぎ
じゅつ

記本　貴寛 きもと　たかひろ 二

496 徳島県 特別支援学校 徳島県立徳島視覚支援学校 とくしましかく 立石　美佐 たていし　みさ 五

497 香川県 小学校 さぬき市立津田小学校 つだ 中村　照美 なかむら　てるみ 一

498 香川県 小学校 土庄町立土庄小学校 とのしょう 永岡　拓也 ながおか　たくや 一

499 香川県 小学校 高松市立新番丁小学校 しんばんちょう 池下　奈津見 いけした　なつみ 一

500 香川県 中学校 三豊市立詫間中学校 たくま 若井　奈美 わかい　なみ 二

501 香川県 小学校 丸亀市立城北小学校 じょうほく 鎭山　操 ちんざん　みさお 一

502 香川県 小学校 宇多津町立宇多津小学校 うたづ 大野　美和 おおの　みわ 一

503 香川県 高等学校 香川県立高松東高等学校 たかまつひがし 筒井　美貴 つつい　みき 二

504 香川県 特別支援学校 香川県立高松養護学校 たかまつ 志久　佐知子 しく　さちこ 五

505 香川県 高等学校
香川県立観音寺総合高等学
校

かんおんじそうごう 飯野　尚子 いいの　なおこ 九

506 愛媛県 小学校 西条市立小松小学校 こまつ 美濃　孝枝 みの　たかえ 五

507 愛媛県 小学校 松山市立湯築小学校 ゆづき 土井　祥二郎 どい　しょうじろう 一

508 愛媛県 小学校 伊予市立郡中小学校 ぐんちゅう 宮内　博之 みやうち　ひろゆき 三

509 愛媛県 小学校 鬼北町立近永小学校 ちかなが 長岡　文 ながおか　あや 三

510 愛媛県 中学校 松山市立東中学校 ひがし 川口　理香 かわぐち　りか 八

511 愛媛県 中学校 東温市立重信中学校 しげのぶ 東山　淳志 とうやま　あつし 一

512 愛媛県 中学校 八幡浜市立八代中学校 やしろ 泉　正人 いずみ　まさと 一

513 愛媛県 高等学校 愛媛県立今治北高等学校 いまばりきた 徳岡　剛 とくおか　たけし 四

514 愛媛県 高等学校 愛媛県立川之石高等学校 かわのいし 渡部　恭久 わたなべ　やすひさ 四

515 愛媛県 特別支援学校
愛媛県立みなら特別支援学
校

みなら 石間　浩二 いしま　こうじ 五
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516 高知県 小学校 中土佐町立上ノ加江小学校 かみのかえ 市川　麻子 いちかわ　あさこ 一

517 高知県 中学校 須崎市立須崎中学校 すさき 小野　博美 おの　ひろみ 八

518 高知県 中学校 四万十市立中村中学校 なかむら 田村　真美 たむら　まみ 九

519 高知県 中学校 高知市立城北中学校 じょうほく 佐野　亜尽 さの　あづ 九

520 高知県 中学校 高知市立南海中学校 なんかい 石川　絹子 いしかわ　きぬこ 三

521 高知県 高等学校 高知県立中村高等学校 なかむら 中平　克 なかひら　まさる 九

522 高知県 高等学校
高知県立高知丸の内高等学
校

こうちまるのうち 田村　実敏 たむら　さねとし 四

523 高知県 特別支援学校 高知県立盲学校 もう 木村　はるみ きむら　はるみ 五

524 福岡県 小学校 古賀市立花鶴小学校 かづる 舩越　美紀 ふなこし　みき 九

525 福岡県 中学校 大野城市立大利中学校 おおり 山川　周作 やまかわ　しゅうさく 一

526 福岡県 小学校 糸島市立南風小学校 みなかぜ 月形　德太郎 つきがた　とくたろう 一

527 福岡県 中学校 太宰府市立太宰府東中学校 だざいふひがし 園田　晋也 そのだ　しんや 一

528 福岡県 小学校 那珂川市立安徳北小学校 あんとくきた 満生　祐二 まんしょう　ゆうじ 一

529 福岡県 小学校 須恵町立須恵第一小学校 すえだいいち 渡橋　大助 わたはし　だいすけ 二

530 福岡県 小学校 遠賀町立広渡小学校 ひろわたり 山本　初美 やまもと　はつみ 一

531 福岡県 中学校 水巻町立水巻中学校 みずまき 古野　健二 ふるの　けんじ 一

532 福岡県 小学校 小郡市立三国小学校 みくに 河村　昌宏 かわむら　まさひろ 一

533 福岡県 小学校 東峰村立東峰小学校 とうほう 杉野　千晶 すぎの　ちあき 一

534 福岡県 中学校 朝倉市立甘木中学校 あまぎ 竹井　浩美 たけい　ひろみ 三

535 福岡県 小学校 八女市立福島小学校 ふくしま 堀下　健太郎 ほりした　けんたろう 一

536 福岡県 小学校 柳川市立藤吉小学校 ふじよし 石橋　由美 いしばし　ゆみ 一

537 福岡県 小学校 田川市立大浦小学校 おおうら 田中　公一朗 たなか　こういちろう 一

538 福岡県 中学校 飯塚市立穂波西中学校 ほなみにし 日高　元成 ひだか　もとなり 九

539 福岡県 中学校 行橋市立泉中学校 いずみ 角谷　英範 かくたに　ひでのり 一

540 福岡県 高等学校 福岡県立明善高等学校 めいぜん 熊谷　暢浩 くまがい　のぶひろ 一

541 福岡県 高等学校 福岡県立筑紫丘高等学校 ちくしがおか 大塚　和広 おおつか　かずひろ 一

542 福岡県 高等学校 福岡県立博多青松高等学校 はかたせいしょう 古賀　栄二郎 こが　えいじろう 二

543 福岡県 高等学校 福岡県立春日高等学校 かすが 本田　英靖 ほんだ　ひでやす 六

544 福岡県 高等学校 福岡県立八幡高等学校 やはた 小野原　千代 おのはら　ちよ 三

545 福岡県 特別支援学校 福岡県立小郡特別支援学校 おごおり 三角　文子 みすみ　ふみこ 五

546 福岡県 特別支援学校 福岡県立古賀特別支援学校 こが 坂本　亮 さかもと　りょう 五

547 福岡県 高等学校 福岡県立糸島高等学校 いとしま 木下　裕二 きのした　ゆうじ 八

548 福岡県 中学校 筑前町立三輪中学校 みわ 喜多　靖 きた　やすし 八

549 佐賀県 小学校 みやき町立北茂安小学校 きたしげやす 大家　淳子 おおいえ　じゅんこ 一

550 佐賀県 小学校 伊万里市立伊万里小学校 いまり 宮﨑　直子 みやざき　なおこ 一

551 佐賀県 小学校 伊万里市立立花小学校 たちばな 冨永　千津子 とみなが　ちづこ 三

552 佐賀県 中学校 太良町立多良中学校 たら 田中　淳子 たなか　じゅんこ 一

553 佐賀県 中学校 佐賀市立大和中学校 やまと 野田　昌史 のだ　まさふみ 一

554 佐賀県 高等学校 佐賀県立佐賀北高等学校 さがきた 平方　伸之 ひらかた　のぶゆき 一

555 佐賀県 高等学校 佐賀県立鳥栖工業高等学校 とすこうぎょう 小柴　健二 こしば　けんじ 四

556 佐賀県 高等学校 佐賀県立神埼清明高等学校 かんざきせいめい 原　慶介 はら　けいすけ 一

557 佐賀県 特別支援学校 佐賀県立大和特別支援学校 やまと 吉岡　弘信 よしおか　ひろのぶ 五

558 長崎県 中学校 長崎市立三和中学校 さんわ 永留　健太 ながどめ　けんた 四

559 長崎県 中学校 時津町立時津中学校 とぎつ 浦　将史 うら　まさし 一

560 長崎県 中学校
長崎県立諫早高等学校附属
中学校

いさはやこうとう
がっこうふぞく

山道　一平 やまみち　いっぺい 一

561 長崎県 中学校 佐世保市立祇園中学校 ぎおん 山中　達也 やまなか　たつや 二

562 長崎県 中学校 平戸市立野子中学校 のこ 小楠　かおり おぐす　かおり 一
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563 長崎県 小学校 壱岐市立田河小学校 たがわ 神田　順子 こうだ　じゅんこ 一

564 長崎県 中学校 佐世保市立世知原中学校 せちばる 金澤　淳子 かなざわ　あつこ 二

565 長崎県 高等学校
長崎県立佐世保商業高等学
校

させぼしょうぎょう 鈴木　信雄 すずき　のぶお 一

566 長崎県 特別支援学校 長崎県立長崎特別支援学校 ながさき 相川　久雄 あいかわ　ひさお 五

567 長崎県 高等学校
長崎県立長崎北陽台高等学
校

ながさきほくようだ
い

宮﨑　輝 みやざき　ひかる 一

568 長崎県 特別支援学校 長崎県立川棚特別支援学校 かわたな 住田　聖樹子 すみだ　みきこ 五

569 長崎県 高等学校 長崎県立大村高等学校 おおむら 名切元　尊秀 なきりもと　たかひで 九

570 長崎県 高等学校 長崎県立長崎工業高等学校 ながさきこうぎょう 山口　秀昭 やまぐち　ひであき 一

571 熊本県 小学校 山江村立山田小学校 やまだ 田代　優子 たしろ　ゆうこ 三

572 熊本県 小学校 八代市立文政小学校 ぶんせい 浦田　尚美 うらた　なおみ 一

573 熊本県 小学校 天草市立栖本小学校 すもと 福嶌　慶子 ふくしま　けいこ 一

574 熊本県 小学校 氷川町立竜北西部小学校 りゅうほくさいぶ 坂本　稔 さかもと　みのる 一

575 熊本県 中学校 合志市立西合志南中学校 にしごうしみなみ 髙橋　誉 たかはし　ほまれ 二

576 熊本県 中学校 荒尾市立荒尾海陽中学校 あらおかいよう 吉坂　英樹 よしざか　ひでき 九

577 熊本県 高等学校 熊本県立鹿本商工高等学校 かもとしょうこう 田中　公治 たなか　こうじ 二

578 熊本県 高等学校 熊本県立第二高等学校 だいに 田尻　美千子 たじり　みちこ 一

579 熊本県 高等学校 熊本県立熊本西高等学校 くまもとにし 門脇　永記 かどわき　えいき 三

580 熊本県 特別支援学校
熊本県立ひのくに高等支援
学校

ひのくにこうとう 永野　誠 ながの　まこと 一

581 大分県 小学校 大分市立大道小学校 おおみち 佐藤　庸子 さとう　ようこ 五

582 大分県 中学校 大分市立明野中学校 あけの 齋藤　聖子 さいとう　せいこ 一

583 大分県 中学校 日出町立日出中学校 ひじ 豊田　文枝 とよだ　ふみえ 一

584 大分県 高等学校 大分県立日田林工高等学校 ひたりんこう 坂本　信教 さかもと　のぶたか 一

585 大分県 特別支援学校 大分県立佐伯支援学校 さいき 中島　拓也 なかしま　たくや 五

586 大分県 特別支援学校 大分県立由布支援学校 ゆふ 中霜　和美 なかしも　かずみ 五

587 大分県 義務教育学校 国東市立志成学園 しせいがくえん 相部　由美 あいべ　ゆみ 一

588 大分県 高等学校 大分県立大分鶴崎高等学校 おおいたつるさき 佐藤　秀信 さとう　ひでのぶ 一

589 大分県 小学校 中津市立如水小学校 じょすい 吉田　多恵子 よしだ　たえこ 一

590 大分県 小学校 国東市立国東小学校 くにさき 岡野　陽子 おかの　ようこ 一

591 宮崎県 小学校 高千穂町立高千穂小学校 たかちほ 児玉　利夫 こだま　としお 八

592 宮崎県 中学校 国富町立木脇中学校 きわき 金本　志秀 かねもと　しほ 一

593 宮崎県 中学校 都城市立妻ケ丘中学校 つまがおか 松下　幸政 まつした　ゆきまさ 四

594 宮崎県 高等学校 高千穂高等学校 たかちほ 野口　貴志 のぐち　たけし 四

595 宮崎県 特別支援学校 みやざき中央支援学校 みやざきちゅうおう 栗原　真輝 くりはら　まき 五

596 宮崎県 特別支援学校 児湯るぴなす支援学校 こゆるぴなす 海老原　裕紀子 えびはら　ゆきこ 五

597 宮崎県 小学校 小林市立三松小学校 みまつ 黒木　由美 くろき　ゆみ 一

598 宮崎県 中学校 宮崎市立宮崎西中学校 みやざきにし 日高　徹 ひだか　とおる 一

599 宮崎県 高等学校 延岡工業高等学校 のべおかこうぎょう 西川　和弘 にしかわ　かずひろ 一

600 宮崎県 特別支援学校 みやざき中央支援学校 みやざきちゅうおう 眞田　匡業 さなだ　まさなり 五

601 鹿児島県 小学校 鹿児島市立西陵小学校 せいりょう 満尾　明希子 みつお　あきこ 一

602 鹿児島県 小学校 鹿児島市立錦江台小学校 きんこうだい 長井　めぐみ ながい　めぐみ 一

603 鹿児島県 小学校 日置市立伊集院小学校 いじゅういん 小山　晃代 こやま　てるよ 一

604 鹿児島県 小学校 出水市立米ノ津東小学校 こめのつひがし 山川　素生 やまかわ　もとお 一

605 鹿児島県 小学校 さつま町立盈進小学校 えいしん 畑添　正樹 はたぞえ　まさき 一

606 鹿児島県 小学校 伊佐市立大口小学校 おおくち 下井田　智彦 しもいだ　ともひこ 一

607 鹿児島県 中学校 鹿児島市立長田中学校 ながた 前原　佑亮 まえはら　ゆうすけ 一

608 鹿児島県 中学校 南さつま市立加世田中学校 かせだ 米澤　一馬 よねざわ　かずま 一

609 鹿児島県 中学校 志布志市立志布志中学校 しぶし 福丸　善大 ふくまる　よしひろ 一
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610 鹿児島県 中学校 薩摩川内市立川内南中学校 せんだいみなみ 嶺山　保記 みねやま　やすき 二

611 鹿児島県 小学校 鹿児島市立松元小学校 まつもと 小森　誠喜 こもり　せいき 三

612 鹿児島県 特別支援学校 鹿児島県立串木野養護学校 くしきの 中西　智美 なかにし　ともみ 三

613 鹿児島県 中学校 西之表市立種子島中学校 たねがしま 中村　勝 なかむら　まさる 四

614 鹿児島県 高等学校 鹿児島県立甲南高等学校 こうなん 山元　尚史 やまもと　なおふみ 四

615 鹿児島県 小学校 湧水町立栗野小学校 くりの 德永　誠一 とくなが　せいいち 五

616 鹿児島県 小学校 日置市立伊集院北小学校 いじゅういんきた 山之口　勝 やまのくち　まさる 八

617 鹿児島県 中学校 阿久根市立阿久根中学校 あくね 寺地　瞳 てらち　ひとみ 九

618 沖縄県 小学校 浦添市立港川小学校 みなとがわ 眞喜志　直子 まきし　なおこ 一

619 沖縄県 小学校 宮古島市立下地小学校 しもじ 屋良　京子 やら　きょうこ 八

620 沖縄県 小学校 石垣市立新川小学校 あらかわ 前泊　睦美 まえどまり　むつみ 一

621 沖縄県 小学校 宮古島市立北小学校 きた 砂川　晃輝 すなかわ　てるき 三 ○

622 沖縄県 小学校 豊見城市立豊崎小学校 とよさき 長門　照乃 ながと　てるの 一

623 沖縄県 中学校 八重瀬町立東風平中学校 こちんだ 根路銘　みどり ねろめ　みどり 一

624 沖縄県 中学校 糸満市立糸満中学校 いとまん 前田　佐綾香 まえだ　さやか 一

625 沖縄県 中学校 沖縄市立美東中学校 びとう 大城　あやの おおしろ　あやの 九

626 沖縄県 中学校 名護市立名護中学校 なご 玉城　伸子 たまき　しんこ 九

627 沖縄県 中学校 糸満市立西崎中学校 にしざき 金城　愛 きんじょう　あい 一

628 沖縄県 高等学校 沖縄県立北部農林高等学校 ほくぶのうりん 東江　直樹 あがりえ　なおき 一

629 沖縄県 高等学校 沖縄県立北山高等学校 ほくざん 北村　崇明 きたむら　たかあき 九

630 沖縄県 高等学校 沖縄県立那覇国際高等学校 なはこくさい 神里　涼子 かみざと　りょうこ 一

631 沖縄県 特別支援学校 沖縄県立陽明高等支援学校 ようめい 内間　正智 うちま　まさとも 五

632 沖縄県 高等学校 沖縄県立八重山高等学校 やえやま 宮良　純子 みやら　じゅんこ 五

633 仙台市 小学校 仙台市立将監西小学校 しょうげんにし 直之　邦江 なおゆき　くにえ 八

634 仙台市 小学校 仙台市立遠見塚小学校 とおみづか 佐藤　綾子 さとう　あやこ 八

635 仙台市 中学校 仙台市立岩切中学校 いわきり 渡部　悟 わたなべ　さとる 二

636 仙台市 中学校 仙台市立幸町中学校 さいわいちょう 長谷川　朋彦 はせがわ　ともひこ 二

637 仙台市 小学校 仙台市立北仙台小学校 きたせんだい 細貝　和子 ほそがい　かずこ 四

638 仙台市 小学校 仙台市立枡江小学校 ますえ 相澤　遼 あいざわ　りょう 一

639 さいたま市 小学校 さいたま市立常盤小学校 ときわ 大澤　諭 おおさわ　さとる 一

640 さいたま市 小学校 さいたま市立美園北小学校 みそのきた 石山　友美 いしやま　ともみ 三

641 さいたま市 中学校
さいたま市立大宮八幡中学
校

おおみややはた 加藤　順子 かとう　じゅんこ 一

642 さいたま市 高等学校 さいたま市立浦和高等学校 うらわ 後藤　亜里紗 ごとう　ありさ 一

643 さいたま市 中等教育学校
さいたま市立大宮国際中等
教育学校

おおみやこくさい ﾌﾞﾗｯﾄﾘｰ ｼﾞｮｾﾌ ｼｰﾏﾝｽﾞ 一 ○

644 千葉市 中学校 千葉市立葛城中学校 かつらぎ 佐藤　優子 さとう　ゆうこ 四

645 千葉市 中学校 千葉市立こてはし台中学校 こてはしだい 戸恒　佳子 とつね　よしこ 一

646 千葉市 中学校 千葉市立緑が丘中学校 みどりがおか 髙橋　博代 たかはし　ひろよ 一

647 千葉市 小学校 千葉市立大森小学校 おおもり 奈良　千朱子 なら　ちずこ 一

648 千葉市 小学校 千葉市立西の谷小学校 にしのや 岩田　亮 いわた　りょう 一

649 横浜市 小学校 平沼小学校 ひらぬま 北市　朋子 きたいち　ともこ 五

650 横浜市 小学校 新井小学校桜坂分校
あらいしょうがっこ
うさくらざかぶんこ

鑪　直樹 たたら　なおき 四

651 横浜市 中学校
南高等学校
附属中学校

みなみこうとうがっ
こうふぞく

梶ヶ谷　朋恵 かじがや　ともえ 一

652 横浜市 小学校 黒須田小学校 くろすだ 平川　くみ子 ひらかわ　くみこ 四

653 横浜市 小学校 蒔田小学校 まいた 山田　智子 やまだ　ともこ 四

654 横浜市 小学校 今宿小学校 いまじゅく 前山　健 まえやま　けん 四

655 横浜市 小学校 新田小学校 にった 竹内　昌子 たけうち　まさこ 四

656 横浜市 小学校 旭小学校 あさひ 小倉　秀仁 おぐら　ひでひと 一
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657 横浜市 小学校 小雀小学校 こすずめ 正重　真希子 しょうじゅう　まきこ 六

658 横浜市 小学校 三保小学校 みほ 新海　秀美 しんかい　ひでみ 六

659 横浜市 小学校 戸部小学校 とべ 遠藤　美奈 えんどう　みな 六

660 横浜市 小学校 つづきの丘小学校 つづきのおか 矢吹　俊 やぶき　しゅん 八

661 横浜市 小学校 間門小学校 まかど 大庭　圭輔 おおば　けいすけ 三

662 横浜市 小学校 中和田小学校 なかわだ 勝村　奈美恵 かつむら　なみえ 二

663 横浜市 中学校 市場中学校 いちば 青山　和孝 あおやま　かずたか 二

664 横浜市 小学校 星川小学校 ほしかわ 遠藤　健一郎 えんどう　けんいちろう 三

665 横浜市 小学校 南本宿小学校 みなみほんじゅく 大佐　由紀子 おおさ　ゆきこ 一

666 横浜市 中学校 すすき野中学校 すすきの 藤野　俊子 ふじの　としこ 六

667 川崎市 中学校 川崎市立渡田中学校 わたりだ 黒川　邦子 くろかわ　くにこ 一

668 相模原市 小学校 相模原市立新磯小学校 あらいそ 川初　祥生 かわはつ　さちお 二

669 相模原市 小学校 相模原市立根小屋小学校 ねごや 本田　芙裕美 ほんだ　ふゆみ 二

670 相模原市 中学校 相模原市立相陽中学校 そうよう 藤原　啓 ふじわら　けい 九

671 新潟市 小学校 新潟市立鏡淵小学校 かがみふち 谷川　美記子 たにかわ　みきこ 五

672 新潟市 小学校 新潟市立亀田小学校 かめだ 竹内　直也 たけうち　なおや 一

673 新潟市 中学校 新潟市立白新中学校 はくしん 塚田　修介 つかだ　しゅうすけ 八 ○

674 新潟市 中学校 新潟市立早通中学校 はやどおり 大場　由佳 おおば　ゆか 三 ○

675 静岡市 小学校 静岡市立番町小学校 ばんちょう 大川　純子 おおかわ　じゅんこ 五

676 静岡市 中学校 静岡市立末広中学校 すえひろ 吉岡　真二 よしおか　しんじ 一

677 静岡市 高等学校 静岡市立高等学校 　陽介 つじ　ようすけ 六

678 浜松市 中学校 浜松市立東陽中学校 とうよう 廣野　幸恵 ひろの　さちえ 一

679 浜松市 小学校 浜松市立二俣小学校 ふたまた 佐々木　章江 ささき　ふみえ 一

680 浜松市 中学校 浜松市立入野中学校 いりの 野寄　友子 のより　ゆうこ 三

681 浜松市 小学校 浜松市立奥山小学校 おくやま 岩岡　暁子 いわおか　あきこ 一

682 名古屋市 小学校 名古屋市立自由ヶ丘小学校 じゆうがおか 佐藤　寿生 さとう　ひさお 一

683 名古屋市 小学校 名古屋市立猪高小学校 いたか 植村　宏明 うえむら　ひろあき 一

684 名古屋市 小学校 名古屋市立東山小学校 ひがしやま 外山　隆久 とやま　たかひさ 一

685 名古屋市 小学校 名古屋市立貴船小学校 きふね 松　頼美 よしまつ　たのみ 一

686 名古屋市 小学校 名古屋市立桃山小学校 ももやま 　哲也 つじもと　てつや 一

687 名古屋市 中学校 名古屋市立御幸山中学校 みゆきやま 勝田　真人 かつだ　まさと 一

688 名古屋市 中学校 名古屋市立港明中学校 こうめい 牧野　元春 まきの　もとはる 一

689 名古屋市 中学校 名古屋市立浄心中学校 じょうしん 本多　恵 ほんだ　めぐみ 一

690 名古屋市 小学校 名古屋市立豊臣小学校 とよとみ 石田　秀二 いしだ　しゅうじ 四

691 名古屋市 小学校 名古屋市立昭和橋小学校 しょうわばし 室屋　良光 むろや　よしみつ 二

692 名古屋市 中学校 名古屋市立港明中学校 こうめい 大門　志乃 おおかど　しの 三

693 名古屋市 高等学校 名古屋市立富田高等学校 とみだ 鬼頭　尚久 きとう　なおひさ 二

694 京都市 義務教育学校 向島秀蓮小中学校
むかいじましゅうれ
ん

野﨑　敦 のざき　あつし 一

695 京都市 小学校 醍醐西小学校 だいごにし 畑中　崇伸 はたなか　たかのぶ 一

696 京都市 小学校 御所東小学校 ごしょひがし 藤川　幸子 ふじかわ　さちこ 一

697 京都市 中学校 西院中学校 さいいん 赤井　範子 あかい　のりこ 一

698 京都市 中学校 勧修中学校 かんしゅう 東谷　祐子 ひがしたに　ゆうこ 一

699 京都市 高等学校 塔南高等学校 とうなん 中村　和夫 なかむら　かずお 一

700 京都市 中学校 樫原中学校 かたぎはら 木下　珠紀 きのした　たまき 八

701 大阪市 幼稚園 味原幼稚園 あじはら 萩原　努 はぎはら　つとむ 九

702 堺市 小学校 堺市立槇塚台小学校 まきつかだい 濵田　幸廣 はまだ　ゆきひろ 一

703 堺市 小学校 堺市立大泉小学校 おおいずみ 水口　知也 みなくち　ともや 一
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704 堺市 小学校 堺市立新浅香山小学校 しんあさかやま 倍　菜穂美 かさ　なおみ 一

705 堺市 中学校 堺市立長尾中学校 ながお 今西　純司 いまにし　じゅんじ 四

706 堺市 小学校 堺市立登美丘西小学校 とみおかにし 畑　昌宏 はた　まさひろ 六

707 岡山市 小学校 岡山市立清輝小学校 せいき 安東　奈美 あんどう　なみ 一

708 岡山市 小学校 岡山市立西大寺南小学校 さいだいじみなみ 藤原　聖司 ふじわら　まさし 一

709 岡山市 小学校 岡山市立鹿田小学校 しかた 松村　英樹 まつむら　ひでき 二

710 岡山市 中学校 岡山市立吉備中学校 きび 髙越　順平 たかごし　じゅんぺい 二

711 広島市 小学校 広島市立亀崎小学校 かめざき 直井　瑞枝 なおい　みずえ 一

712 広島市 小学校 広島市立山本小学校 やまもと 竹本　奈美 たけもと　なみ 一

713 広島市 中学校 広島市立段原中学校 だんばら 森澤　典子 もりざわ　のりこ 五

714 広島市 高等学校 広島市立沼田高等学校 ぬまた 只保　民雄 ただやす　たみお 一

715 広島市 小学校 広島市立牛田小学校 うした 横矢　清人 よこや　きよひと 一 ○

716 広島市 高等学校 広島市立沼田高等学校 ぬまた 古賀　元 こが　げん 一 ○

717 広島市 特別支援学校 広島特別支援学校 ひろしま 阿津地　一瑳 あづち　かずさ 五 ○

718 北九州市 小学校 北九州市立黒崎中央小学校 くろさきちゅうおう 佐伯　利恵 さえき　りえ 一

719 北九州市 中学校 北九州市立曽根中学校 そね 原田　勇一 はらだ　ゆういち 一

720 北九州市 小学校 北九州市立城野小学校 じょうの 小林　裕貴 こばやし　ゆうき 一 ○

721 北九州市 特別支援学校
北九州市立小倉南特別支援
学校

こくらみなみ 網田　雅志 あみた　まさし 八 ○

722 福岡市 小学校 福岡市立姪北小学校 めいほく 久門　誠治 ひさかど　せいじ 九

723 福岡市 高等学校 福岡市立福岡西陵高等学校 ふくおかせいりょう 吉本　悟 よしもと　さとる 一

724 福岡市 小学校 福岡市立有田小学校 ありた 蒲池　恵 かまち　めぐみ 二

725 福岡市 小学校 福岡市立春住小学校 はるずみ 矢野　優子 やの　ゆうこ 九

726 福岡市 小学校 福岡市立有住小学校 ありずみ 篠﨑　利絵 しのざき　りえ 九

727 福岡市 中学校 福岡市立城西中学校 じょうせい 江口　美和 えぐち　みわ 二

728 福岡市 中学校 福岡市立西福岡中学校 にしふくおか 西田　圭介 にしだ　けいすけ 一

729 福岡市 中学校 福岡市立当仁中学校 とうじん 明永　健児 あけなが　けんじ 五

730 熊本市 中学校 熊本市立西原中学校 にしばる 浦田　康行 うらた　やすゆき 一

731 熊本市 中学校 熊本市立花陵中学校 かりょう 今坂　道子 いまさか　みちこ 三

732 熊本市 小学校 熊本市立池上小学校 いけのうえ 井手　理恵 いで　りえ 一

※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　特別活動、部活動指導による児童生徒の育成」
「五　特別支援教育」「六　地域連携・協働の推進」「七　ユネスコ、国際交流」「八　学校運営の改善」「九　その他」を示している。



No. 都道府県 種別 学校名 ふりがな 氏名 ふりがな 実践分野 若手奨励賞

1 青森県 高等学校 東奥学園高等学校 とうおうがくえん 矢木澤　充 やぎさわ　みつる 四

2 宮城県 高等学校 仙台育英学園高等学校 せんだいいくえいがくえん 石山　かおり いしやま　かおり 二

3 埼玉県 高等学校
学校法人佐藤栄学園栄北高等
学校

さかえきた 松田　信義 まつだ　のぶよし 四

4 千葉県 高等学校 渋谷教育学園幕張高等学校 しぶやきょういくがくえんまくはり 髙橋　哲 たかはし　あきら 一

5 千葉県 高等学校 昭和学院中学校・高等学校 しょうわがくいん 塩屋　恵美子 しおや　えみこ 四

6 東京都 高等学校 瀧野川女子学園高等学校 たきのがわじょしがくえん 石川　一樹 いしかわ　かずき 一

7 東京都 幼稚園 調布白菊幼稚園 ちょうふしらぎく 山名　祥子 やまな　しょうこ 九

8 東京都 高等学校 ＮＨＫ学園高等学校 えぬえいちけいがくえん 八木沢　正統 やぎさわ　まさのり 一

9 東京都 中学校 開成中学校 かいせい 青木　秀憲 あおき　ひでのり 四

10 東京都 中学校 文化学園大学杉並中学校 ぶんかがくえんだいがくすぎなみ 西川　恵美子 にしかわ　えみこ 二

11 東京都 中学校 広尾学園中学校 ひろおがくえん 安藤　裕二 あんどう　ゆうじ 一

12 東京都 中学校 麻布中学校 あざぶ 山本　恵美 やまもと　えみ 一

13 東京都 高等学校 麻布高等学校 あざぶ 谷口　真康 たにぐち　まさやす 一

14 東京都 高等学校 文化学園大学杉並高等学校
ぶんかがくえんだいがくすぎ
なみ

伊藤　美鈴 いとう　みすず 四

15 東京都 高等学校 渋谷教育学園渋谷高等学校 しぶやきょういくがくえんしぶや 藤田　憲宏 ふじた　のりひろ 一

16 東京都 高等学校 法政大学高等学校 ほうせいだいがく 川上　辰五郎 かわかみ　たつごろう 一

17 東京都 中学校 八雲学園中学校 やくもがくえん 伊藤　大介 いとう　だいすけ 七

18 東京都 高等学校 開成高等学校 かいせい 近藤　剛 こんどう　つよし 一 ○

19 東京都 中学校 ドルトン東京学園中等部 どるとんとうきょうがくえん 西川　洋史 にしかわ　ひろふみ 四 ○

20 石川県 高等学校 金沢学院高等学校 かなざわがくいん 山本　裕太 やまもと　ゆうた 四

21 山梨県 中学校 山梨学院中学校 やまなしがくいん 成島　秀樹 なるしま　ひでき 四

22 岐阜県 幼稚園 杉の子幼稚園 すぎのこ 吉村　洋子 よしむら　ようこ 一

23 愛知県 高等学校
学校法人愛知享栄学園
享栄高等学校

きょうえい 水野　敏伸 みずの　としのぶ 二

24 愛知県 高等学校
学校法人至学館
至学館高等学校

しがくかん 礒部　一哉 いそべ　かずや 四

25 愛知県 幼保連携型認定こども園
学校法人蝉川学園
幼保連携型認定こども園林丘
幼稚園

はやしがおか 鈴木　さつき すずき　さつき 九

26 愛知県 幼稚園
学校法人名古屋自由学院
名古屋芸術大学附属クリエ幼
稚園

くりえ 東牧　理恵 ひがしまき　りえ 九

27 三重県 高等学校 鈴鹿高等学校 すずか 西飯　信一郎 にしい　しんいちろう 四

28 大阪府 小学校 追手門学院小学校 おうてもんがくいん 松村　一輝 まつむら　かずてる 一

29 大阪府 中学校
四天王寺高等学校・四天王寺
中学校

してんのうじ 武田　有里子 たけだ　ゆりこ 四

30 大阪府 高等学校
東海大学付属大阪仰星高等学
校

とうかいだいがくふぞくおおさかぎょうせい 藤本　佳宏 ふじもと　よしひろ 四

31 奈良県 高等学校 育英西中学校・高等学校 いくえいにし 森岡　智史 もりおか　ともふみ 一

32 山口県 高等学校 慶進高等学校 けいしん 村谷　勉 むらたに　つとむ 四

33 徳島県 小学校 徳島文理小学校 とくしまぶんり 林　雅美 はやし　まさみ 一

34 鹿児島県 幼保連携型認定こども園 認定こども園　伊敷幼稚園 いしき 藤原　美絵子 ふじわら　みえこ 一

令和２年度被表彰教職員名簿（私立学校）

※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　特別活動、部活動指導による児童生徒の育成」「五　特別支援教育」
「六　地域連携・協働の推進」「七　ユネスコ、国際交流」「八　学校運営の改善」「九　その他」を示している。



No. 設立主体 都道府県 学校種 チーム名 ふりがな 活動内容 実践分野

1 公立 北海道 小学校 旭川市立大有小学校教職員一同 たいゆう
平成２５年度から「学校力向上に関する総合実践事
業」の実践指定校として、人材育成の体制を構築する
など、包括的な学校改善に大きな成果を上げている。

八

2 公立 北海道  小中一貫型小・中学校
江差町立江差北小学校教職員一同
江差町立江差北中学校教職員一同

えさしきた
平成２９年度から小中の接続を意識した指導方法の工
夫等に取り組むなど、９年間を見通した年間指導計画
に基づく授業改善に大きな成果を上げている。

一

3 公立 北海道 高等学校 北海道岩見沢農業高等学校教職員一同 いわみざわのうぎょう

　先進的な農業教育の促進や農業教育プログラムの開
発や実践などを通し、次代の農業教育及び農業に関連
する産業人の育成を図るとともに、地域と連携した教
育活動に取り組んでいる。

一

4 公立 青森県 小学校 八戸市立大久喜小学校教職員一同 おおくき
　地域の重要有形民俗文化財を活用して地元の民俗保
存会と連携し、16年以上にわたって「浜小屋学習」を
実践している。

六

5 公立 岩手県 小学校  花巻市立内川目小学校教職員一同 うちかわめ
地域の自然環境の保全活動及び体験学習を通じた
環境教育の取組

四

6 公立 岩手県 高等学校  岩手県立大槌高等学校教職員一同 おおつち
地域との協働による生徒主体の復興推進活動「大槌高
校復興研究会」に対する全職員での指導・支援

六

7 公立 福島県 小学校 福島市立福島第三小学校教職員一同 ふくしまだいさん
　総合的な学習の時間、道徳及び特別活動を共同研究
の根幹として、教科指導等でも先進的に取り組み、県
内の学力向上に貢献した。

一

8 公立 福島県 特別支援学校 福島県立平支援学校高等部教職員一同 たいらしえん
　「ボランティア部」の発足をスタートに、インク
ルーシブな社会を実現するための教育活動を展開し、
成果をあげている。

五

9 公立 茨城県 義務教育学校
つくば市立
みどりの学園義務教育学校

みどりのがくえん

先進的ICT教育の視点から授業改善を行い、21世紀型ス
キルの育成と学力向上を図っている。文部科学大臣の
視察を受け、国のモデルケースとしても採用されてい
る。

一

10 公立 茨城県  高等学校・中学校
茨城県立竜ヶ崎第一高等学校・
附属中学校

りゅうがさきだいいち
ＳＳＨ事業などを通して，たくましい科学系人材の育
成に努めている。先進的なＩＣＴ教育を実践し，大き
な成果を上げている。

一

11 公立 群馬県 小学校
業務改善プロジェクトチーム
（富岡市立富岡小学校）

ぎょうむかいぜん
（とみおか）

学校全体で組織的かつ積極的に働き方改革に取り組
み、「学校の働き方改革フォーラム」において、実践
発表を行った。

八

12 公立 東京都 小学校 杉並区立天沼小学校教職員一同 あまぬま

平成30・31年度東京都プログラミング教育推進校とし
て令和2年度から実施されるプログラミング教育の実践
研究に取り組み、東京都全体の先進的な役割を果たし
た。

一

13 公立 東京都 小学校 羽村市立松林小学校教職員一同 しょうりん

平成29・30年度東京都人権尊重教育推進校として指定
を受け、全教育活動での人権教育の実践をとおして、
研究活動と関連させながら具体的な取り組みを進め
た。

四

14 公立 東京都 中学校 目黒区立第八中学校教職員一同 だいはち いじめ防止対策の推進 二

15 公立 東京都 中学校 大田区立大森第六中学校教職員一同 おおもりだいろく

ユネスコスクール加盟（H23)以降、区・都・国の研究
指定を受け、継続してＥＳＤ、ＳＤＧｓの推進に学校
全体で取り組み、国内外の諸機関にその研究成果と実
践を広めた。

一

16 公立 神奈川県 特別支援学校 神奈川県立茅ケ崎養護学校情報推進チーム ちがさきようご

情報教育の充実と校内のICT環境の整備を目的とし、児
童生徒の情報教育の推進、職員への研修会の実施や技
術支援、学校HPの作成、ICT機器の整備、諸帳簿の作成
等を行っている。

九

17 公立 神奈川県 高等学校 神奈川県立光陵高等学校キャリアグループ こうりょう

キャリア教育の実践、ガイダンス等幅広く生徒のキャ
リア支援を行い、生徒の意欲を向上させている。その
結果、多くの生徒の国立大学等への進学につながって
いる。

九

18 公立 神奈川県 高等学校 神奈川県立茅ケ崎西浜高等学校学習支援グループ ちがさきにしはま

教育課程、成績、指導要録の管理の他、年間行事計画
作成、教科書選定、授業改善計画、校内ネットワーク
や授業におけるICT利活用の推進の業務を行う等、生徒
の学習活動全般を支援している。

九

19 公立 新潟県 小学校  佐渡市立金井小学校通級指導教室（佐渡市立金井小学校）
かない
（かない）

長年特別な支援を要する児童の指導に尽力し続けてき
た。昭和45年に開設され、島内５教室の拠点校とし
て、島内の特別支援教育のリーダーとして支援や学習
会の開催など積極的な取組を行っている。

五

20 公立 新潟県 高等学校   郷土芸能部（新潟県立羽茂高等学校　）
きょうどげいのうぶ
（はもち）

地域と連携し伝統芸能を継承し、様々な全国的なイベ
ントで郷土芸能の発表を行った。部活動をとおして生
徒の郷土愛や地域振興の心を醸成した。

四

21 公立 富山県 特別支援学校 富山県立しらとり支援学校教職員一同 しらとり
 障害児通所支援事業所との連絡会の開催や相互の訪問
により、児童生徒の支援方法等に関する共通理解を推
進し指導・支援の充実に成果をあげている。

五

22 公立 福井県 小学校
福井県越前市武生西小学校
教職員一同

たけふにし
互いを認め、共に生きる社会を目指した異文化理解の
取組み

九

23 公立 京都府 高等学校
府立清明高等学校ICT教育推進会議
（京都府立清明高等学校）

あいしーてぃーきょういく
すいしんかいぎ
（せいめい）

ICT教育推進のため研究協議や調整等を行い、不登校経
験等のある生徒への支援に成果をあげ、ICT教育のさら
なる充実に向け取り組んでいる。

一

24 公立 大阪府 義務教育学校  東大阪市立義務教育学校池島学園教職員一同 いけしまがくえん
大阪府として初の施設分離型義務教育学校として開
校。学校移行期における円滑な接続と適応・学力向上
を中心に小中一貫教育の取組みを進めている。

九

25 公立 大阪府
小学校
中学校

交野が原学園教職員一同 かたのがはらがくえん

小中一貫教育実施モデル校区として、全教職員で９年
間の学びをつなぐ視点で指導方法の工夫・改善に関す
る実践・研究を進め、これらの取組みを市内へ発信し
た。

一

26 公立 大阪府 中学校 富田林市立葛城中学校教職員一同 かつらぎ
教職員の指導力向上、学校図書館を活用した言語能
力、表現力の向上、生徒の自主自立をめざした取組み
の推進

一

令和２年度被表彰教職員組織名簿（国公私共通）



No. 設立主体 都道府県 学校種 チーム名 ふりがな 活動内容 実践分野

令和２年度被表彰教職員組織名簿（国公私共通）

27 公立 大阪府 小学校 寝屋川市立啓明小学校 けいめい

　学校・地域・家庭が一体となって健康的な生活習慣
づくりの活動を実施。平成30年度「早寝早起き朝ごは
ん運動」推進に係る文部科学省大臣賞を受賞。さらに
連携を進め、児童の自己肯定感の育成が図られてい
る。

三

28 公立 大阪府 小学校 富田林市立富田林小学校教職員一同 とんだばやし
支援教育の視点を取り入れた「どの子もわかる授業づ
くり」の研究

五

29 公立 奈良県 高等学校
榛生昇陽高等学校
人間探究コース教員団

しんせいしょうようこうと
うがっこう
にんげんたんきゅうこーす
きょういんだん

地域社会の教育や文化に貢献できる人物の育成につい
て

六

30 公立 岡山県 中学校 美作市立作東中学校 さくとう

　規範意識の向上に関する具体的な目標を掲げ、地域
の保幼小中で共有して取組の定着を図っている。また
高校生や地域の方の協力を得て補充学習を実施するな
ど、補充学習の充実にも取り組み、生徒の学力向上に
つながっている。

一

31 公立 岡山県 高等学校 岡山県立岡山南高等学校 おかやまみなみ

　家庭学科、商業学科が連携してレシピ集の作成や企
業と連携した商品開発を行い、地域産業の活性化に大
きく貢献した。
　また、平成25年度及び令和元年度において全国高等
学校生徒商業研究発表会で全国第２位を受賞、令和元
年度第19回全国高等学校ファッションデザイン選手権
大会（ファッション甲子園）で優勝した。

六

32 公立 広島県 小学校 福山市立霞小学校教職員一同 かすみ

　広島県オリパラ教育推進事業の一環である広島県コ
ンソーシアム推進校の指定を受け，授業モデルの開発
等に取り組んだ。平成30年度には全国小学校体育科教
育研究集会を同校で開催し，その取組と成果を全国に
示した。

一

33 公立 広島県 中学校 尾道市立日比崎中学校教職員一同 ひびざき

　広島版「学びの変革」アクションプランのパイロッ
ト校事業実践指定校として，生徒の主体的な学びを促
す「課題発見・解決学習」について，校長を中心とし
た学校組織として，新たな単元・題材の開発と実践に
取り組んだ。

一

34 公立 徳島県  小学校中学校
高浦中校区「学びのかけ橋」
推進グループ
（石井町浦庄小学校・高原小学校・高浦中学校）

たかうらちゅうこうく
「まなびのかけはし」
すいしんグループ
（うらしょう・たかはら・
たかうら）

各園・校において，公開授業や出前授業を定期的に実
施し，「聴く・話す・学び合う」という統一した学習
スタイルの継承・発展に取り組んでいる。

六

35 公立 愛媛県 小学校  大洲市立新谷小学校教職員一同 にいや

　様々な教育活動で地域の方を講師として招へいし、
児童に専門的な知識や技能に触れることのできる充実
した活動を展開し、学校・家庭・地域が一体となった
活動を継続的に推進している。

六

36 公立 愛媛県 高等学校  愛媛県立丹原高等学校教職員一同 たんばら

　地域と連携した活動を通して、地域課題に自ら取り
組む力を身に付けるとともに、地域社会の発展に貢献
できる人材の育成を図る教育活動を継続して実践して
いる。

六

37 公立 熊本県 小学校 玉名市立小天小学校教職員一同 おあま

　国語科の研究に継続して取り組み、学習ノートの書
き方指導や家庭学習の手引、過去問題集の活用などに
より、児童の学力は高く推移している。

一

38 公立 熊本県    中学校
高森町教育研究会英語教育部会
（高森中央小学校、高森中学校、高森東学園義務教育学校）

たかもりまちきょういくけ
んきゅうかいえいごきょう
いくぶかい

　校種ごとの学習到達目標を作成し、町内学校及び高
校とも共通理解を深め、タブレット端末や遠隔合同授
業による授業改善を行っている。

一

39 公立 大分県 高等学校 大分県立中津南高等学校耶馬溪校
なかつみなみ　やばけいこ
う

学校活性化のための特色ある取組みの実践 九

40 公立 鹿児島県 高等学校 鹿児島県立錦江湾高等学校ＳＳＨ部
かごしまけんりつきんこう
わんこうとうがっこうＳＳ
Ｈぶ

ＳＳＨの課題研究を全校体制で推進し，生徒の好奇心
と学習意欲を醸成

九

41 公立 沖縄県 小学校 那覇市立天久小学校教職員一同 あめく
『「歌声・あいさつ・学び合い・読書・花」いっぱい
の楽しい学校』を教育スローガンに、特色ある学校づ
くりに取り組んでいる。

四

42 公立 沖縄県 小学校 浦添市立港川小学校教職員一同 みなとがわ
地域に残る自然の海、通称「カーミージー」を題材
に、「地域に開かれた教育課程」として学校と地域が
連携して特色ある教育活動に取り組んでいる。

六

43 公立 札幌市 小学校 札幌市立福住小学校教職員一同 ふくずみ
発達の段階に応じて体育の学習や特別活動等の教育課
程に位置付け継続的に取り組むなど、市全体の「健や
かな体」の育成に係る取組の充実にも貢献している。

一

44 公立 札幌市 特別支援学校 市立札幌豊明高等支援学校教職員一同 ほうめい

平成29年度から学科を再編し、社会とのつながりを大
切にした教育課程を編成することで、特色ある教育活
動を展開し、本市の特別支援教育の充実に貢献してい
る。

五

45 公立 さいたま市 高等学校 さいたま市立浦和南高等学校 うらわみなみ
地域に貢献し地域に愛される地域連携型高校として、
市立高校初のコミュニティ・スクールとして、一層地
域との連携を深めている。

六

46 公立 京都市
小学校
中学校

伏見中学校校区
校種間連携プロジェクト
（京都市立伏見中学校，同伏見板橋小学校，同伏見住吉小学校，同下鳥
羽小学校）

ふしみちゅうがっこうこうく
こうしゅかんれんけいぷろ
じぇくと
（ふしみ，ふしみいたはし，
ふしみすみよし，しもとば）

小中一貫教育目標のもと，小中４校が連携し，図書館を意図
的に学習の拠点として活用し，児童・生徒の探究心を高める
とともに，主体性を確立させるもの。

一

47 公立 熊本市 中学校 熊本市立江原中学校教職員一同 こうげん
道徳授業の充実と日記の取組により、生徒の自己有用
感・自己肯定感が向上し、主体的に学習に取り組む態
度や「学びに向かう力」の育成が図られた。

四

48 国立 秋田県 中学校  秋田大学教育文化学部附属中学校教職員一同 きょういくぶんかがくぶふ
ぞく

  平成10年度から、総合ＤＯＶＥという名称で地域に
根ざした総合的な学習の実践に取り組み、県内の中学
校における総合的な学習の推進を先導し、充実に貢献
した。

一

49 国立 茨城県 特別支援学校
筑波大学特別支援教育
連携推進グループ

つくばだいがくとくべつし
えんきょういくれんけいす
いしんぐるーぷ

附属特別支援学校群の教育実践や研究成果をもとに、
「特別支援教育　教材・指導法データベース」を作成
公開し、障害児教育全般に対し大きく貢献している。

五

※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　特別活動、部活動指導による児童生徒の育成」「五　特別支援教育」
「六　地域連携・協働の推進」「七　ユネスコ、国際交流」「八　学校運営の改善」「九　その他」を示している。



No. 都道府県 種別 学校名 ふりがな 氏名 ふりがな 実践分野

733 東京都 小学校 新宿区立富久小学校 とみひさ 岩本　紅葉 いわもと　もみじ 九

734 東京都 小学校 日野市立日野第六小学校 ひのだいろく 堀江　恒祐 ほりえ　こうすけ 一

735 宮崎県 特別支援学校宮崎県立日向ひまわり支援学校 ひゅうがひまわりしえん 飯干　知子 いいぼし　ともこ 九

736 新潟市 小学校 新潟市立女池小学校 めいけ 金永　雅美 かねなが　まさみ 三

No. 都道府県 種別 学校名 ふりがな 実践分野

50 長野県 小学校 安曇野市立豊科南小学校 とよしなみなみ 六

51 大阪府 幼稚園 富田林市立新堂幼稚園 しんどう 一 三

52 岡山県 特別支援学校岡山県立倉敷まきび支援学校 くらしきまきびしえん 三

53 高知県 中学校 高知市立青柳中学校 あおやぎ 四

54 熊本県 高等学校 熊本県立水俣高等学校 みなまた 七

令和２年度「社会に開かれた教育実践奨励賞」被表彰教職員・被表彰教職員組織名簿

※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　特別活動、部活動指導による児童生徒の育成」「五　特別支援教育」
「六　地域連携・協働の推進」「七　ユネスコ、国際交流」「八　学校運営の改善」「九　その他」を示している。

（教職員）

（教職員組織）


