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１．部会長・副部会長・常任幹事

職名 氏名 所属校名 郵便番号 所在地 電話 ＦＡＸ

校長 和泉田　政徳 川崎市立川崎高等学校附属中学校 210-0806 川崎市川崎区中島3－3－1 044-246-7861 044-246-7863

川崎 校長 江尻　孝美 川崎市立玉川中学校 211-0012 川崎市中原区中丸子562 044-411-2639 044-411-2942

横浜 校長 木村　奨 横浜市立港中学校 231-0023 横浜市中区山下町241 045-681-3618 045-663-2549

相模原 校長 杉本　祐一 相模原市立青根中学校 252-0162 相模原市緑区青根1926 042-787-2524 042-787-2941

横三 教頭 松山　雅彦 横須賀市立常葉中学校 238-0004 横須賀市小川町18 046-825-7410 046-821-4505

中 校長 西浜　馨 平塚市立江陽中学校 254-0041 平塚市浅間町8-1 0463-21-0414 0463-23-6972

県央 校長 桐生　嘉久子 愛川町立愛川東中学校 243-0303 愛川町中津1400 046-285-0029 046-286-7984

県西 校長 中野　敏治 足柄上郡山北町立山北中学校 258-0111 山北町向原405 0465-75-0755 0465-75-0760

２．幹　　事

職名 氏名 所属校名 郵便番号 所在地 電話 ＦＡＸ

副校長 関　宜也 横浜市立上飯田中学校 245-0018 横浜市泉区上飯田町2254 045-804-0444 045-803-5649

校長 櫻井　恵 川崎市立渡田中学校 210-0841 川崎区渡田向町11-1 044-244-4702 044-211-1546

教頭 平野　良一 鵜野森中学校 252-0301 相模原市南区鵜野森１－１１－１ 042-743-2292 042-741-7946

横三 横須賀 総括教諭 細田　暁彦 横須賀市立池上中学校 238-0035 横須賀市池上3-5-1 046-851-1255 046-851-1267

鎌倉 校長 池田　吉伸 鎌倉市立深沢中学校 247-0063 鎌倉市梶原1-14-1 0467-44-1222 0467-43-5915

藤沢 校長 鈴木　茂和 藤沢市立鵠沼中学校 251-0027 藤沢市鵠沼桜が岡4-3-37 0466-25-6255 0466-22-0942

寒川 教頭 渡邉　義昭 寒川町立寒川中学校 253-0111 寒川町一之宮3-9-1 0467-75-0051 0467-75-2583

大和 校長 岩堀　進吾 大和市立光丘中学校 242-0016 大和市大和南2-11-1 046-261-1120 046-261-8040

海老名 校長 飛矢崎義基 海老名市立海老名中学校 243-0405 海老名市国分南3-11-1 046-231-3410 046-231-7989

綾瀬 教諭 千賀美由紀 綾瀬市立春日台中学校 252-1124 綾瀬市吉岡393-1 0467-76-8661 0467-76-8613

座間 教諭 橋本　雅子 座間市立相模中学校 252-0001 座間市相模が丘6-35-1 046-253-2183 046-253-2197

伊勢原 校長 宮林　英樹 伊勢原市立成瀬中学校 259-1114 伊勢原市高森2-22-1 0463-95-1309 0463-95-9588

秦野 総括教諭 谷津　裕 秦野市立大根中学校 257-0003 秦野市南矢名4-28-1 0463-77-0446 0463-76-4912

大磯町 総括教諭 小宮　重篤 大磯町立国府中学校 259-0114 中郡大磯町月京40-1 0463-71-0410 0463-72-6256

足柄上 総括教諭 田中　利幸 足柄上郡中井町立中井中学校 259-0153 足柄上郡中井町比奈窪295 0465-81-0226 0465-81-0999

南足柄 総括教諭 新井　太加志 南足柄市立足柄台中学校 250-0111 足柄市竹松2000 0465-74-7511 0465-73-1285

小田原 教諭 堀　祐樹 小田原市立城山中学校 250-0045 小田原市城山3-4-1 0465-34-0209 0465-32-7569
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３．会計監査

職名 氏名 所属校名 郵便番号 所在地 電話 ＦＡＸ

校長 木村  悦夫 横浜市立蒔田中学校 232-0018 横浜市南区花之木町2-45 045-711-2231 045-713-9743

校長 高城　英一 川崎市立中野島中学校 214-0012 川崎市多摩区中野島1-16-1 044-944-4734 044-946-0851

校長 中山  あや子 横須賀市立田浦中学校 237-0076 横須賀市船越町7-66 046-861-6115 046-861-6399

４．事務局（部長・事務局長・書記・会計）

職名 氏名 所属校名 郵便番号 所在地 電話 ＦＡＸ

事務局長 横三 教諭 影山　聡史 横須賀市立長沢中学校 239-0842 横須賀市長沢5-1-1 046-849-5431 046-849-5798
事務局次長・家庭部長 中 教諭 平田　裕美子 平塚市立大住中学校 254-0005 平塚市城所649 0463-54-0626 0463-53-1419
フェア事務局長 湘南 総括教諭 倉本　孝二 茅ヶ崎市立松林中学校 253-0018 茅ヶ崎市室田3-1-1 0467-52-5147 非公開

書記 横浜 主幹教諭 松山　弘子 横浜市立旭北中学校 241-0002 横浜市旭区上白根2-47-1 045-955-1131 045-951-1354

技術部長 川崎 教諭 中島　智洋 川崎市立はるひ野中学校 215-0036 川崎市麻生区はるひ野4-8-1 044-980-5211 044-980-5250

書記 中 教諭 西澤　裕 平塚市立土沢中学校 259-1205 平塚市土屋2244 0463-58-6680 0463-59-6442

書記 相模原 教諭 上野　勝己 相模原市立由野台中学校 252-0222 相模原市中央区由野台3-1-3 042-758-3383 042-758-4473

書記 湘南 教諭 山科  隆典 藤沢市立鵠沼中学校 251-0027 藤沢市鵠沼桜が岡4-3-37 0466-25-6255 0466-22-0942

書記 横浜 教諭 松本 絵梨香 横浜市立富岡中学校 236-0052 横浜市金沢区富岡西5-46-1 045-773-1218 045-773-9429

書記 県央 総括教諭 清水　匠 厚木市立小鮎中学校 243-0213 厚木市飯山2367 046-241-1428 046-241-3130

会計 相模原 教諭 橋本　典明 相模原市立大沢中学校 252-0135 相模原市緑区大島1800 042-761-2612 042-762-8961

会計 川崎 教諭 荒木　聡子 川崎市立西中原中学校 211-0041 川崎市中原区下小田中2-17-1 044-777-2239 044-799-3954
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５．研究委員

職名 氏名 所属校名 郵便番号 所在地 電話 ＦＡＸ

教諭 平島　慎一 横浜市立岡野中学校 220-0073 横浜市西区岡野2-14-1 045-311-3210 045-311-9968

教諭 宮田　美恵 横浜市立共進中学校 232-0045 横浜市南区東蒔田町1-5 045-711-5091 045-713-9794

総括教諭 富山　博慶 川崎市立宮前平中学校 216-0006 川崎市宮前区宮前平2-7 044-855-3214 044-855-2286

総括教諭 岡本　由希子 川崎市立富士見中学校 210-0011 川崎市川崎区富士見2-1-2 044-233-4186 044-211-1664

教諭 北川　夕 相模原市立上溝中学校 252-0242 相模原市中央区横山5-19-54 042-755-3711 042-752-6193

総括教諭 永山　孝子 相模原市立小山中学校 252-0205 相模原市中央区小山4-3-1 042-773-3180 042-779-4385

横須賀 教諭 嘉山　英明 横須賀市立追浜中学校 237-0061 横須賀市夏島町12 046-865-6141 046-865-6212

横須賀 教諭 清澤　素雅子 横須賀市立池上中学校 238-0035 横須賀市池上3-5-1 046-851-1255 046-856-2022

鎌倉 教諭 那須　貴之 鎌倉市立手広中学校 248-0036 鎌倉市手広5-7-1 0467-32-0801 -

茅ヶ崎 総括教諭 小玉　祐子 茅ｹ崎市立第一中学校 253-0054 茅ヶ崎市東海岸南4-10-1 0467-85-1181 -

海老名 教諭 東海林一誠 海老名市立海西中学校 243-0421 海老名市さつき町58 046-232-8103 046-232-2293

座間 教諭 橋本　雅子 座間市立相模中学校 252-0001 座間市相模が丘6-35-1 046-253-2183 046-253-2197

平塚 教諭 牧瀬　信幸 平塚市立横内中学校 254-0002 平塚市横内1948-3 0463-55-8131 0463-53-1457

秦野 総括教諭 森田　ひとみ 秦野市立本町中学校 257-0057 秦野市富士見町1-1 0463-81-0342 0463-81-0746

足柄下 教諭 鈴木　秀明 箱根町立箱根中学校 250-0407 足柄下郡箱根町二ノ平1154 0460-82-3000 0460-82-3548

小田原 教諭 越名　友美 小田原市立城山中学校 250-0045 小田原市城山3-4-1 0465-34-0209 0465-32-7569

６．フェア運営委員

職名 氏名 所属校名 郵便番号 所在地 電話 ＦＡＸ

教諭 内田　修平 横浜市立希望ケ丘中学校 241-0826 横浜市旭区東希望が丘118 045-391-0378 045-391-0377

教諭 黒瀬　貴子 横浜市立菅田中学校 221-0864 横浜市神奈川区菅田町2017 045-472-2338 045-472-3351

教諭 毛塚　佐千雄 川崎市立京町中学校 210-0848 川崎市川崎区京町3-19-11 044-333-2127 044-333-6325

教諭 千代間　真咲 川崎市立東橘中学校 213-0023 川崎市高津区子母口321 044-766-1649 044-799-9249

教諭 菊池　貴大 相模原市立麻溝台中学校 252-0328 相模原市南区麻溝台4-12-1 042-745-7197 042-741-7965

総括教諭 村井　直子 相模原市立田名中学校 252-0244 相模原市中央区田名5250-1 042-762-0169 042-762-8549

逗子 教諭 齊藤　崇詞 逗子市立久木中学校 249-0001 逗子市立久木7-2-1 046-873-2058 042-872-9656

三浦 教諭 畠山亜由美 三浦市立初声中学校 238-0111 三浦市初声町下宮田3622 046-888-1150 046-888-1153

茅ヶ崎 教諭 佐久川　仁 茅ｹ崎市立浜須賀中学校 253-0025 茅ヶ崎市松が丘2-8-54 0467-85-1262 -

藤沢 教諭 加藤　栄香 藤沢市立村岡中学校 251-0016 藤沢市弥勒寺2-1-27 0466-27-6421 0466-50-6878

大和 総括教諭 比留川　義弘 大和市立光丘中学校 242-0016 大和市大和南2-11-1 046-261-1120 046-261-8040

綾瀬 教諭 千賀美由紀 綾瀬市立春日台中学校 252-1124 綾瀬市吉岡393-1 0467-76-8661 0467-76-8613

秦野 総括教諭 谷津　裕 秦野市立大根中学校 257-0003 秦野市南矢名4-28-1 0463-77-0446 0463-76-4912

平塚 教諭 北畠　麻希子 平塚市立大野中学校 254-0077 平塚市立東中原1-12-1 0463-55-1568 0463-53-1429

小田原 総括教諭 池谷　二郎 小田原市立白山中学校 259-0001 小田原市扇町5-7-17 0465-34-9295 0465-32-7586

足柄上 教諭 矢野　智美 松田町立松田中学校 258-0003 足柄上郡松田町惣領1400 0465-82-2261 0465-85-1253
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７．会報委員

職名 氏名 所属校名 郵便番号 所在地 電話 ＦＡＸ

教諭 角田　京子 横浜市立港南中学校 233-0004 横浜市港南区港南中央通6-1 045-842-2355 045-848-2694

教諭 後藤　克浩 川崎市立南河原中学校 212-0012 川崎市幸区中幸町4-31 044-511-2413 044-556-3808

教諭 阿部　彩子 相模原市立内出中学校 252-0134 相模原市緑区下九沢2845 042-761-0818 042-763-4497

横三 横須賀 教諭 岡村　麗香 横須賀市立神明中学校 239-0832 横須賀市神明町903 046-834-4077 046-834-4480

湘南 鎌倉 総括教諭 井上　知子 鎌倉市立腰越中学校 248-0033 鎌倉市腰越4-11-20 0467-31-1500 -

県央 厚木 教諭 星野　美佳 厚木市立南毛利中学校 243-0032 厚木市恩名2-16-1 046-221-4340 046-221-4365

中 伊勢原 教諭 大村　麗 伊勢原市立山王中学校 259-1141 伊勢原市上粕屋804-2 0463-95-2362 0463-95-9584

県西 足柄下 教諭 山羽　彩華 湯河原町立湯河原中学校 259-0312 足柄下郡湯河原町吉浜1576-31 0465-62-3393 0465-63-7714

８．調査Web委員

職名 氏名 所属校名 郵便番号 所在地 電話 ＦＡＸ

教諭 関　　麻美 横浜市立本牧中学校 231-0827 横浜市中区本牧和田32-1 045-623-7094 045-623-0129

教諭 矢坂　健太郎 川崎市立有馬中学校 216-0003 川崎市宮前区有馬7-7-1 044-855-7913 044-855-2279

教諭 上條　浩之 相模原市立上鶴間中学校 252-0302 相模原市南区上鶴間4-14-1 042-743-9881 042-741-7968

横三 横須賀 教諭 島田　直也 横須賀市立公郷中学校 238-0022 横須賀市公郷町5-81 046-852-5766 046-852-5828

湘南 藤沢 教諭 山田　幸太朗 藤沢市立大庭中学校 251-0861 藤沢市大庭5416-6 0466-87-5271 0466-87-3249

県央 厚木 教諭 田口　悠貴 厚木市立南毛利中学校 243-0032 厚木市恩名2-16-1 046-221-4340 046-221-4365

中 大磯 教諭 小澤　雅之 大磯町立大磯中学校 255-0004 中郡大磯町東小磯261 0463-61-0073 0463-61-2465

県西 足柄上 教諭 山田　篤史 大井町立湘光中学校 258-0019 足柄上郡大井町金子1950 0465-82-2541 0465-82-2607

職名 氏名 所属校名 郵便番号 所在地 電話 ＦＡＸ
教諭 清水　清 横浜市立篠原中学校 222-0026 横浜市港北区篠原町1342-3 045-433-2402 045-431-2444
教諭 塚田　梨絵 横浜市立鶴ケ峯中学校 241-0021 横浜市旭区鶴ケ峰本町3-28-1 045-951-2327 045-951-1321
教諭 橋爪　竹志 川崎市立白鳥中 215-0024 川崎市麻生区白鳥1-5-1 044-988-9701 044-988-9736
教諭 西塚　晴美 川崎市立西生田中 215-0003 川崎市麻生区高石3-25-1 044-966-8515 044-966-8195
教諭 鈴木　篤司 相模原市立大野北中学校 252-0206 相模原市中央区淵野辺2-8-40 042-752-2022 042-752-7158
教諭 小方　伴子 相模原市立中央中学校 252-0236 相模原市中央区富士見1-3-17 042-755-0071 042-753-9056

三浦 教諭 行天　健 三浦市立南下浦中学校 238-0103 三浦市南下浦町金田206 046-888-0914 046-888-0915
横須賀 総括教諭 小島　明子 横須賀市立不入斗中学校 238-0043 横須賀市坂本町1-19 046-823-0566 046-823-2648
寒川 教諭 小路　尚矢 寒川町立寒川中学校 253-0111 寒川町一之宮3-9-1 0467-75-0051 0467-75-2583
藤沢 教諭 近藤　雅美 藤沢市立鵠沼中学校 251-0027 藤沢市鵠沼桜が岡4-3-37 0466-25-6255 0466-22-0942
大和 教諭 佐藤　竜也 大和市立南林間中学校 242-0006 大和市南林間9-3-1 046-276-2500 046-276-1531
大和 教諭 武井　和愛 大和市立南林間中学校 242-0006 大和市南林間9-3-1 046-276-2500 046-276-1531
平塚 教諭 森　要 平塚市立江陽中学校 254-0041 平塚市浅間町8-1 0463-21-0414 0463-23-6972
大磯 教諭 山本　芽衣 大磯町立大磯中学校 255-0004 大磯町東小磯261 0463-61-0073 0463-61-2465

足柄上 教諭 奥村　尚太 松田町立寄中学校 258-0001 松田町寄2549 0465-89-2234 0465-88-1021
足柄上 教諭 大川　綾奈 開成町立文命中学校 258-0021 開成町吉田島1805 0465-83-1386 0465-82-8472
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