
№ 教科 学校名 職名 氏名

1 都城市立木之川内小学校 校長 満園　真由美

2 国富町立本庄小学校 教頭 杉山　智子

3 新富町立富田中学校 教頭 小野　浩司

4 宮崎市立宮崎東小学校 教諭 岩切　素子

5 日南市立榎原小学校 教諭 由浅　義久

6 川南町立通山小学校 教諭 壹岐　乃理子

7 都城市立明和小学校 教諭 永井　利江子

8 都城市立山之口小学校 教諭 佐田　春美

9 えびの市立飯野小学校 教諭 谷口　香世子

10 延岡市立緑ヶ丘小学校 指導教諭 瀧川　美和

11 延岡市立東海東小学校 教諭 寺坂　博志

12 日向市立美々津小学校 教諭 菊池　純子

13 国富町立木脇小学校 校長 甲斐　周作

14 都農町立都農小学校 教頭 堀之内　伸浩

15 延岡市立北方学園小学校 教頭 内藤　功

16 宮崎市立古城小学校 教諭 浦本　光輝

17 川南町立山本小学校 教諭 安在　香珠子

18 川南町立多賀小学校 教諭 髙見　文子

19 えびの市立加久藤小学校 教諭 金丸　繕久

20 高原町立高原小学校 教諭 池袋　豊

21 延岡市立岡富小学校 教諭 東坂　将秀

22 日南市立潟上小学校 校長 田口　毅

23 高原町立広原小学校 教頭 園田　 一郎

24 宮崎市立木花小学校 指導教諭 伊地知　朱里

25 宮崎市立宮崎南小学校 指導教諭 佐多　修

26 串間市立市木小学校 教諭 矢野　万里子

27 都城市立高崎小学校 教諭 木幡　博史

28 延岡市立東小学校 教諭 甲斐　敦史

29 延岡市立北浦小学校 指導教諭 淵上　奈津子

30 延岡市立南方小学校 指導教諭 猪野　千穂
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31 日之影町立高巣野小学校 校長 鈴木　泰昌

32 都城市立吉之元小学校 教頭 藤元　拓也

33 宮崎市立清武小学校 指導教諭 小牧　啓介

34 日南市立北郷小学校 教諭 酒井　敦

35 都城市立五十市小学校 教諭 田中　良一

36 都城市立上長飯小学校 主幹教諭 津曲　健

37 小林市立栗須小学校 教諭 松本　陽慈朗

38 門川町立草川小学校 教諭 押川　清憲

39 小林市立野尻小学校 校長 吉井　秀一

40 宮崎市立小松台小学校 教頭 泊　俊一郎

41 宮崎市立住吉南小学校 指導教諭 新垣　敬子

42 日南市立南郷小学校 教諭 澤　麻衣子

43 西都市立三財小学校 教諭 稲田　明香

44 都城市立川東小学校 教諭 山元　善貴

45 日向市立財光寺南小学校 教諭 稲田　保子

46 三股町立長田小学校 校長 原口　理香

47 都城市立明道小学校 教頭 小野田　武晃

48 都城市立高城小学校 教諭 森永　仁美

49 延岡市立土々呂小学校 教諭 一　知子

50 延岡市立西小学校 教諭 田中　ひとみ

51 木城町立木城小学校 校長 高田　靖史

52 延岡市立上南方小学校 教頭 篠原　光教

53 宮崎市立潮見小学校 教諭 石川　智徳

54 日南市立鵜戸小学校 教諭 市原　美由紀

55 都城市立富吉小学校 教諭 玉木　克憲

56 川南町立東小学校 教諭 永友　亜希恵
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57 日南市立大堂津小学校 校長 宮崎　宏子

58 小林市立三松小学校 教頭 大木場　俊弘

59 宮崎市立大宮小学校 教諭 石田　ミホ

60 高鍋町立高鍋西小学校 教諭 三星　理江

61 延岡市立南小学校 教諭 樫浦　千春

62 西都市立三財中学校 校長 田中　幸一

63 延岡市立恒富小学校 教頭 六車　哲雄

64 宮崎市立青島小学校 教諭 野元　健一

65 都城市立菓子野小学校 教諭 川原　竜馬

66 小林市立南小学校 教諭 井上　伸也

67 門川町立門川小学校 教諭 小森　太朗

68 串間市立大束小学校 校長 根之木　茂

69 三股町立勝岡小学校 教頭 竹森　文洋

70 宮崎市立西池小学校 指導教諭 金丸　睦子

71 宮崎市立学園木花台小学校 教諭 蓑毛　真紀

72 西都市立穂北小学校 指導教諭 江藤　千恵

73 都農町立都農東小学校 教諭 赤崎　真由美

74 三股町立三股西小学校 教諭 藤原　綾子

75 えびの市立真幸小学校 教諭 山口　真由美

76 延岡市立東海小学校 教諭 田　尚子

77 日向市立財光寺小学校 教諭 俵　晋一郎

78 日向市立平岩小学校 校長 菊池　武司

79 小林市立須木小学校 教頭 矢野　健二

80 宮崎市立潮見小学校 指導教諭 渡辺　頼子

81 綾町立綾小学校 教諭 福嶋　香織

82 宮崎市立高岡小学校 教諭 古澤　由美恵

83 日南市立吾田東小学校 指導教諭 田中　尚子

84 高鍋町立高鍋東小学校 教諭 東　公代

85 延岡市立恒富小学校 指導教諭 宇戸田　貢
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