
ＮＯ 地区名 支部長 勤務校 支部理事 勤務校

1 千代田 野　村　公　郎 九段中等教育 山　口　尚　己 九段中等教育

2 中  央 山　﨑　雄　功 晴　　海 後　藤　弘　毅 晴　　海

3 港 中　田　和　直 青　　山 市　川　寛　泰 三　　田

4 新　宿 郡　　　 吉　範 西新宿 河　合　大　治 牛込第一

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 吉　村　真　弥 忍　　岡

7 墨　田 稲　垣　吉　実 文　　花 番　場　良　知 文　　花

8 江　東 夏　目　　　 隆 辰　　巳 大和田　  　勉 辰　　巳

9 品　川 黒　田　佳　昌 東　　海 吉　岡　才　智 東　　海

10 目　黒 小　沢　　　 進 第　　一 森　　　 淳　也 東　　山

11 大　田 相  佐　光  慶 大森第十 相　川　雄　祐 大森第十

12 世田谷 大　友　文　敬 烏　　山 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 竹之内　　  勝 南中野 星　野　和　治 第　　二

15 杉　並 長谷川　　  学 井　　荻 河 合  健太郎 高円寺

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 石　川　秀　康 南千住第二

19 板　橋 長　田　洋　幸 志村第一 髙　橋　政　人 加　　賀

20 練　馬 井  上  春  好 大泉北 本　橋　孝　治 石神井南

21 足　立 水　谷　正　博 鹿浜菜の花 近　内　洋　仁 栗　　島

22 葛　飾 武　内　好　市 東金町 美　野　裕　介 葛　　美

23 江戸川 山　岸　　　 健 松江第一 本　藤　英　樹 小松川第三
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24 八王子 山　川  　　 毅 第　　二 福　島　紀　史 第　　七

25 立　川 加　藤　隆　司 立川第六 竹　原　由　梨 立川第八

26 武蔵野 若　槻　善　隆 第　　四 田野倉  直 樹 第　　四

27 三　鷹 青　木　　　 睦 第　　二 中　村　　　 英 第　　二

28 青　梅 神　野　孝　彦 霞　　台 小　沼　和　徳 新　　町

29 府　中 伊　藤　　　 淳 府中第五 迫　　　 龍　太 府中第八

30 昭　島 山　下　久　也 瑞　　雲 高 鷹  沙也佳 瑞　　雲

31 調　布 小　坂　　　 力 第　　五 大　塚　慎　也 神　　代

32 町　田 薄　井　　　 忍 南 矢　部　　　 龍 小　　山

33 小金井 塩　原　真　一 南 下　島　陸　矢 南

34 小　平 関　　　 勝　志 小平第四 島　田　航　大 上　　水

35 日  野 松　岡　　　 健 日野第二 渥　美　雄　次 大坂上

36 東村山 松　田　亮　一 東村山第三 岡　　　美知子 東村山第一

37 国分寺 田　中　一　郎 第　　五 艸　川　幸　治 第　　五

38 国　立 山　上　真　哉 国立第一 真　船　由　妃 国立第一

39 西東京 坂　元　竜　二 田無第一 児　玉　彩　乃 田無第三

40 福　生 植　村　多　岐 福生第三 村　田       龍 福生第一

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 鈴 木　亜生翔 清瀬第三

44 東久留米 小　川　高　弘 南 浅　田　　　 武 中　　央

45 武蔵村山 島　田　　　 治 第　　一 小　川　史　郎 第　　一

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 板  倉       歩 稲城第三

48 あきる野 齋　藤　弘　圭 五日市 髙　坂　秀　吾 五日市

49 羽　村 佐　藤　敏　数 羽村第三 阿 部　友美子 羽村第三

50 西多摩 糸　井　一　雄 檜　　原 竹  村  恭  介 奥多摩

51 大　島 牧　野　英　一 第　　一 折　田　弘　之 第　　一

52 新　島 佐　藤　孝　男 神　　津 石　坂　　　 将 式根島

53 三　宅 小　澤　秋　仁 三　　宅 高　野　佑　哉  三　　宅　

54 八　丈 野　田　博　之 富　　士 氏　部　和　昭 富　　士

55 小笠原 椎　橋　秀　行 小笠原 柴　山　暁　人 小笠原


