
理事（大学系） 評議員（大学系）
国文 曽我部領史 H8 遠山　健二 S62 棚橋　　弘 S48
史学 武藤　貞昭 S49 吉永　康昭 H5 丸山　真姫 S59
地理 小牧　　壽 S45 富山　哲成 H8 杉本　公彦 S61
法経 清水　泰浩 H2 大前　剛士 H16 中村　美雪 S63
哲学 谷本　龍馬 S50 丹下　侑輝 H19 西脇ひろみ H３
数学 中村　昌秀 S49 高木　敏彦 S48 國枝　俊介 S44
物理 鈴村　雅史 S50 武藤　貞昭 S49 竹市　安彦 S49
化学 桐村　良昭 S53 川部　　誠 S52 水谷　　啓 S55
生物 金子　伴和 S52 蓑島　一美 S54 鬼頭　立城 S60
地学 岩田　將之 S48 國枝　孝治 S58 清水　也人 H７
音楽 棚橋　　弘 S48 小牧　　壽 S45 野原　正美 S55
美術 竹市　安彦 S49 小林　直樹 S50 清水　康孝 S59
体育 武藤　哲夫 S38 豊島　　博 S58 中村　俊彦 S61
技職 伏屋　敬介 S45 堀江　秀樹 S58 見山　政克 S62
家政 杉山　恵子 S48 新井　恒雄 H6 高橋　茂洋 H６
英語 高橋　清仁 S58 村井　俊之 S56 伏屋　敬介 S45
教育 古田　信宏 S54 横田　　稔 S57 高橋　忠明 S48

丸山　靖生 H3 清水　茂樹 S58
理事（師範系） 日比野　崇 H16 吉田　竹虎 S62

宮脇　　修 S24 古川　　徹 H19 淀川　雅夫 H7
安藤　俊夫 S25 近藤　新八 S43 清水　優子 S50
石田　幸彦 S24 柘植　卓伸 S52 河井　洋子 S57
服部　真六 S26 國定　幸敏 S53 山下　絵美 H15

桝井奈津子 H元 小林　明奈 H16
顧　問 奥村　直也 H5 坂　　真紀 H17
数学 安藤　一郎 S27 纐纈　政昭 S48 深尾　雅人 S57
技職 小島　正文 S29 中川　敏之 S50 高橋　清仁 S58
技職 小島　正文 S29 日置　　貢 S53 服部　　照 S58
家政 遠藤　仁子 S27 熊﨑　盛敏 S55 山下　敦子 S60
物理 後藤　忠彦 S32 名取　康夫 S57 酒井　　猛 S63
体育 三井　淳藏 S37 奥田　好紀 S56 安田　和夫 S53
技職 山名　　忠 S35 若曽根　隆 S58 柳川　禎章 S53
化学 石野二三枝 S33 堀部　　昇 S61 神谷　弘子 S53
史学 大澤　　肇 S32 市原　隆行 H2 松井みどり S54
英語 中舍美津男 S34 竹腰　宣行 H3 江崎　麻美 S61
数学 青山　　勉 S35 興戸　浩道 S54
数学 岩田　惠司 S42 服部　公彦 S57 評議員（師範系）
史学 江端　雅司 S37 白木　和雄 S59 宮脇　　修 S24
数学 後藤　忠喜 S38 酒井　　茂 S61 安藤　俊夫 S25
生物 田口　和男 S43 田辺　美樹 S61 石田　幸彦 S24
体育 𠮷田　政直 S47 安藤　志郎 S43 今井　昌喜 S25
英語 後藤　信義 S47 井上　好章 S53 服部　真六 S26

可児　美紀 H7
渡辺　寛樹 H9
細江　達三 H18
森　　　透 S55
浅野　和哉 S56
古田　靖志 S58
武藤　正典 H11
澤村　秀彦 H14

国文

哲学

地理

史学

令和３年６月５日現在

数学 英語

法経

地学

教育

青年
師範

師範
男子
青年
師範

物理

化学

生物

音楽

美術

体育

技職

家政

師範
男子


