
氏　　名 地　区 学　校　名
田　極　政一郎 校　長 武蔵野市 第六中学校
佐　藤　秀　直 校　長 足立区 第七中学校
平　松　功　治 校　長 中央区 日本橋中学校
　関　　年　隆 校　長 中野区 北中野中学校
阿久津　勝　利 校　長 江戸川区 清新第一中学校
柄　澤　茂　之 校　長 渋谷区 笹塚中学校
奥　山　拓　雄 校　長 町田市 成瀬台中学校

総務部付 吉　田　　功 副校長 小平市 小平第六中学校
研究部付 志　村　昌　孝 校　長 葛飾区 葛美中学校
研究部付 佐　藤　明　子 校　長 中野区 第四中学校
調査部付 磯　田　耕　司 副校長 中央区 日本橋中学校
事業部付 瀬　川　眞　也 校　長 台東区 駒形中学校
事業部付 長　南  良　子 校  長 江東区 第二亀戸中学校

局　長 (島しょ・国立・中高一貫担当) 杉　浦　伸　一 校　長 墨田区 墨田中学校
次　長 (第一支部長) 金　児　京　子 校　長 品川区 浜川小学校
次　長 (第二支部長) 村　上　利　明 副校長 新宿区 牛込第二中学校
次　長 (第三支部長) 関　山　一　樹 副校長 中野区 中野中学校
次　長 (第四支部長) 大　塚　　悟 校  長 文京区 第八中学校
次　長 (第五支部長) 　星　　貞　年 校  長 足立区 第十一中学校
次　長 (第六支部長) 宮　地　　豊 副校長 江戸川区 松江第四中学校
次　長 (第七支部長) 香　取　武　雄 校  長 八王子市 南大沢中学校
次　長 (第八支部長) 高　橋　章　次 校  長 青梅市 第二中学校
次　長 (第九支部長) 沖　山　弘　美 副校長 府中市 府中第二中学校
次　長 (第十支部長) 斎　藤　耕一郎 副校長 立川市 立川第四中学校
次　長 (第十一支部長) 川　井　まさよ 副校長 東久留米市 西中学校
部  長 吉　田　　功 副校長 小平市 小平第六中学校
副部長 入　山　賢　一 校  長 葛飾区 一之台中学校
副部長 渡　邊　英　晴 副校長 葛飾区 中川中学校
副部長 （公美展） 村　上　利　明 副校長 新宿区 牛込第二中学校
副部長 （公美展） 深　井　明　美 副校長 小平市 小平第五中学校
副部長 （公美展） 本　村　雄　二 主幹教諭 足立区 西新井中学校
副部長 （公美展） 前　田　俊　二 主幹教諭 文京区 第八中学校
副部長 （in Tokyo) 井　内　　潔 校　長 武蔵村山市 雷塚小学校
副部長 （in Tokyo) 佐　川　明　夫 校　長 江東区 深川第七中学校
副部長 （in Tokyo) 矢　島　加都美 校　長 町田市 真光寺中学校
副部長 （in Tokyo) 徳　植　正　喜 主幹教諭 渋谷区 松濤中学校
総　務 ＨＰ担当 村　山　瑛　雄 教　諭 板橋区 高島第三中学校
部  長 技術分野統括 志　村　昌　孝 校　長 葛飾区 葛美中学校
副部長 技術分野 大神田　佳　明 校　長 立川市 立川第七中学校
副部長 技術分野 阿久津　勝　利 校　長 江戸川区 清新第一中学校
副部長 技術分野 高　橋　章　次 校  長 青梅市 第二中学校
副部長 技術分野 安　藤　　環 校　長 東村山市 第五中学校
副部長 技術分野 大　堀　　浩 校　長 東村山市 久米川小学校
部　長 家庭分野統括 佐　藤　明　子 校  長 中野区 第四中学校
副部長 家庭分野 坂　詰　悦　子 校　長 八王子市 四谷中学校
副部長 家庭分野 宮　下　みどり 校　長 足立区 江南中学校
副部長 家庭分野 矢　島　加都美 校　長 町田市 真光寺中学校
副部長 家庭分野 湯通堂　由加里 副校長 葛飾区 立石中学校
副部長 家庭分野 深　井　明　美 副校長 小平市 小平第五中学校
部  長 磯　田　耕　司 副校長 中央区 日本橋中学校
副部長 濱　川　一　彦 副校長 江戸川区 松江第五中学校
副部長 奥　村　忠　範 主任教諭 江東区 深川第六中学校
部  長 技術分野統括 瀬　川　眞　也 校　長 台東区 駒形中学校
副部長 技術分野 桐　生　征　臣 副校長 豊島区 高松小学校
副部長 技術分野 関　根　裕　昭 教　諭 中央区 佃中学校
副部長 技術分野 新　村　彰　英 教　諭 中野区 第七中学校
総  務 技術分野 村　山　瑛　雄 教　諭 板橋区 高島第三中学校
部  長 家庭分野統括 長　南  良　子 校  長 江東区 第二亀戸中学校
副部長 家庭分野 佐　野　晴　子 校　長 世田谷区 深沢中学校
副部長 家庭分野 川　井　まさよ 副校長 東久留米市 西中学校
副部長 家庭分野 青　栁　幸　江 副校長 文京区 本郷台中学校
副部長 家庭分野 宇　野　頼　子 副校長 新宿区 落合第二中学校
副部長 家庭分野 矢　野　尚　子 主幹教諭 多摩市 青陵中学校
副部長 家庭分野 　島　　京　子 指導教諭 板橋区 志村第三中学校

麻　生　　豊 校　長 町田市 南第二小学校
愛　甲　慎　二 校　長 羽村市 羽村第一中学校
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