
ＮＯ 地区名 支部長 勤務校 支部理事 勤務校

1 千代田 堀　越　　 　勉 神田一橋 新　田　　 　亮 麹　　町

2 中  央 山　﨑　雄　功 晴　　海 後　藤　弘　毅 晴　　海

3 港 中　田　和　直 青　　山 岩　谷　香　里 御成門

4 新　宿 佐  藤　　　浩 新宿西戸山 舞　木　美　生 四　　谷

5 文　京 土　井　佳　奈 第　　八 安　本　裕　治 本郷台

6 台　東 須　藤　喜　和 柏　　葉 玉　井　智　幸 浅　　草

7 墨　田 稲　垣　吉　実 文　　花 番　場　良　知 文　　花

8 江　東 夏　目　　　隆 辰　　巳 藤　下　幸　延 砂　　町

9 品　川 黒　田　佳　昌 東　　海 高　橋　航　太 東　　海

10 目　黒 小　沢　　　進 第　　一 森　　　 淳　也 東　　山

11 大　田 相  佐　光  慶 御　　園 二　村　美　穂 御　　園

12 世田谷 牧　野　英　一 三　　宿 宮　内　将　之 船橋希望

13 渋　谷 守　原　智　信 松　　濤 佐　藤　純　子 松　　濤

14 中　野 齊　藤　　　久 緑　　野 露　木　　　 明 中野東

15 杉　並 長谷川　　 学 井　　荻 河 合  健太郎 高円寺学園

16 豊　島 江　川　　　登 駒　　込 土　屋　孝　博 西池袋

17 北 綿　貫　正　人 桐ヶ丘 宮　澤　伸　次 滝野川紅葉

18 荒　川 代　市　利　光 諏訪台 橋 本  和加子 南千住第二

19 板　橋 長　田　洋　幸 赤塚第二 橋　口　聖　史 高島第一

20 練　馬 児　島　泰　彦 開進第四 本　橋　孝　治 石神井南

21 足　立 水　谷　正　博 江　　南 池田　健太郎 六　　月

22 葛　飾 武　内　好　市 東金町 千　野　耕　司 亀　　有

23 江戸川 荒　巻　 　　淳 松江第五 本　藤　英　樹 小松川第三
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24 八王子 荒　井　雅　則 由　　井 福　島　紀　史 第　　七

25 立　川 加　藤　隆　司 立川第六 鈴　木　　 　文 立川第七

26 武蔵野 若　槻　善　隆 第　　六 酒　井　義　博 第　　六

27 三　鷹 青　木　　　睦 第　　二 岡　田　　　正 第　　二

28 青　梅 神　野　孝　彦 霞　　台 長谷川　健 太 吹　　上

29 府　中 佐　藤　光　宏 府中第八 迫　　 　龍　太 府中第八

30 昭　島 山　下　久　也 瑞　　雲 福　士　直　樹 福　　島

31 調　布 髙　橋　剛　三 神　　代 荻　原　直　紀 第　　三

32 町　田 薄　井　　　忍 南 瀬　戸　　　豊 町田第三

33 小金井 塩　原　真　一 南 下　島　陸　矢 南

34 小　平 関　　　勝　志 小平第四 安　藤　和　広 小平第四

35 日  野 松　岡　 　  健 日野第二 岩　波　弘　子 大坂上

36 東村山 篠　原　政　一 東村山第二 大　塚　晋　也 東村山第七

37 国分寺 田　中　一　郎 第　　五 艸　川　幸　治 第　　五

38 国　立 黒　田　宏　一 国立第二 石 田  明日香 国立第二

39 西東京 坂　本　竜　二 田無第一 伊　藤　　 　大 ひばりが丘

40 福　生 植　村　多　岐 福生第三 小　野　昌　彦 福生第三

41 狛　江 工　藤　　 　聡 狛江第三 水 上  亜利紗 狛江第三

42 東大和 立　川　　 　裕 第　　一 合　田　洋　平 第　　一

43 清　瀬 堀　内　雅　之 清瀬第五 徳 永  真一郎 清瀬第二

44 東久留米 小　川　高　弘 南 浅　田　　　武 中　　央

45 武蔵村山 井　内　　 　潔 第　　二 酒 田　真一郎 第　　二

46 多　摩 権　藤　義　彦 落　　合 大　西　法　子 落　　合

47 稲　城 小　林　淳　一 稲城第三 霜　越　未　和 稲城第三

48 あきる野 齋　藤　　 　真 東

49 羽　村 新　谷　太　郎 羽村第一 神　奈　宏　明 羽村第三

50 西多摩 糸　井　一　雄 檜　　原 新　井　瑞　史 瑞穂第二

51 大　島 松　島　睦　麿 第　　三 折　田　弘　之 第　　一

52 新　島 佐　藤　孝　男 神　　津 石　田　拓　海 利　　島

53 三　宅 小　澤　秋　仁 三　　宅 高　野　佑　哉  三　　宅　

54 八　丈 石　井　謙　次 大賀郷 舘　脇　　   淳 大賀郷

55 小笠原 小野満     賢 小笠原 麻　生　直　人 小笠原


