
支部団体事務局所在地は、別のＥｘｃｅｌワークシートにあります。

賛助会員の方には上記ファイルを提供します。本部事務局までご連絡願います。

* は本会未加盟団体

代表者 同学校名 事務局担当 同学校名

前川　洋 北海道札幌西高等学校長 小原　伸彦 北海道札幌西高等学校

太田　正文 青森県立浪岡高等学校長 神　孝幸 青森県立青森南高等学校

菅原　善致 岩手県立北上翔南高等学校長 佐々木　伸 岩手県立北上翔南高等学校

小田　浩一 宮城県仙台南高等学校長 磯部　欣一 宮城県仙台第一高等学校

加藤　竜悦 秋田県立仁賀保高等学校長 櫻庭　明央 秋田県立仁賀保高等学校

武田　悟 山形県立寒河江高等学校長 槇　紀子 山形県立寒河江高等学校

坂爪　靖夫 福島県立保原高等学校長 渡邉　吉城 福島県立保原高等学校

前島　宏朗 茨城県立竜ヶ崎南高等学校長 鯨　雅之 茨城県立下館第一高等学校

白相　寛 栃木県立宇都宮清陵高等学校長 黒崎　照史 栃木県立宇都宮清陵高等学校

田口　哲男 群馬県立吉井高等学校長 比企　貴 群馬県立吉井高等学校

阿久津　利明 埼玉県立不動岡高等学校長 藤井　喜英 川越市立川越高等学校

児玉　秀史 千葉県立佐倉高等学校長 秋本　行治 千葉県立千葉高等学校

森本　祥夫 神奈川県立藤沢西高等学校長 松浦　直弘 神奈川県立鎌倉高等学校

望月　立弥 山梨県立甲府南高等学校長 上田　英生 山梨県立甲府南高等学校

宮本　信之 東京都立井草高等学校長 田中　義靖 東京都立戸山高等学校

麸沢　祐一 新潟県立新津高等学校校長 根津　浩典 新潟県立新潟中央高等学校

林　誠一 富山県立高岡南高等学校長 竹田　洋一 富山県立大門高等学校

鈴村　一恵 石川県立大聖寺高等学校長 井川　健太 石川県立小松明峰高等学校

平松　正尚 福井県立若狭高等学校長 近藤　雅文 福井県立鯖江高等学校

澤井　淳 長野県伊那北高等学校校長 西牧　岳哉 長野県松本深志高等学校

佐野　順二 静岡県立三島南高等学校長 奥山　達生 静岡県立伊豆中央高等学校

須田　文清 愛知県立緑丘商業高等学長 渡邊　修 愛知県立東海南高等学校長
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1
北海道高等学校理科研究会 http://www.hokuriken.hokkaido-c.ed.jp/

2
青森県高等学校教育研究会理科部会

3
岩手県高等学校教育研究会理科部会

4
宮城県高等学校理科研究会 http://miyarikaken.myswan.ne.jp/html/htdocs/

5
秋田県高等学校教育研究会理科部会

6*
山形県高等学校教育研究会理科部会

7*
福島県高等学校教育研究会理科部会

8
茨城県高等学校教育研究会理化部

9
栃木県高等学校教育研究会理科部会

10
群馬県高等学校教育研究会理化学部会 http://www.rikagaku-hsg.gsn.ed.jp/

11
埼玉県高等学校理化研究会 http://www2.spec.ed.jp/krk/rika/

12
千葉県高等学校教育研究会理科部会

13
神奈川県高等学校教科研究会理科部会

14
山梨県高等学校教育研究会理科部会

15
東京都理化教育研究会 http://www3.to/toriken

16
新潟県理化学協会

17
富山県理化学会

18
石川県高等学校教育研究会理化部会

19
福井県高等学校教育研究会理科部会

20
長野県理化学会 http://naganorika.dee.cc/

21*
静岡県高等学校理科教育研究会

22
愛知県理科教育研究会高等学校部会物化部会
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代表者 同学校名 事務局担当 同学校名

加藤　知之 岐阜県立多治見北高等学校校長 黒井　昌和 岐阜県立岐阜高等学校

勢力　稔 三重県立宇治山田商業高等学校長 奥山　元彦 三重県立宇治山田高等学校

青木　靖夫 滋賀県立彦根東高等学校長 細井　剛 滋賀県立彦根東高等学校

山口　隆範 京都府立嵯峨野高等学校長 古川　豊 京都教育大学附属高等学校

岡村　多加志 大阪府立久米田高等学校長 下村　眞 大阪府立富田林高等学校

竹中　敏浩 兵庫県立北摂三田高等学校長 安岡　太郎 兵庫県立北摂三田高等学校

浅田　重義 奈良県立畝傍高等学校長 伊吹　徹 奈良県立畝傍高等学校

清水　博行 和歌山県立耐久高等学校長 後藤　真吾 和歌山県立耐久高等学校

森下　昌亮 鳥取県立岩美高等学校教頭 中元　崇博 鳥取県立岩美高等学校

長野　博 島根県立松江南高等学校校長 大石　猛 島根県立松江東高等学校

竹入　隆弘 岡山県立玉野光南高等学校長 水島　裕 岡山県立和気閑谷高等学校教頭

小林　俊文 広島市立美鈴が丘高等学校長 植田　和利 広島市立美鈴が丘高等学校

脇坂　一夫 山口県立徳山高等学校 脇坂　一夫 山口県立徳山高等学校

井上　薫 徳島市立高等学校長 瀧川　卓 徳島市立高等学校

竹本　惠一 高松第一高等学校長 伊賀　史朗 高松第一高等学校

佐々木　靖夫 愛媛県立新居浜西高等学校長 豊田　益実 愛媛県立松山東高等学校

北村　公良 高知県立高知東高等学校長 森本　民之助 高知県立窪川高等学校長

原　和喜 福岡県立須恵高等学校長 木村　恒昭 福岡県立福岡高等学校

白水　敏光 佐賀県立唐津東高等学校長 牟田　晃 佐賀県立佐賀北高等学校

吉川　幸治 長崎県立佐世保北高等学校長 本多　敏高 長崎県立佐世保北高等学校

竹下　昇志 熊本県立菊池高等学校長 岩村　文雄 熊本県立熊本高等学校

宮脇　和仁 大分県立大分上野丘高等学校 岡田　道夫 大分県立大分豊府高等学校

西立野　康弘 宮崎県立宮崎大宮高等学校長 江里　哲英 宮崎県立宮崎大宮高等学校

水流　芳則 鹿児島県立薩摩中央高等学校長 中峯　浩司 鹿児島玉龍高等学校

宮城　勉 沖縄県立那覇西高等学校長 長門　邦夫 沖縄県立那覇国際高等学校

23
岐阜県高等学校理化教育研究会
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24
三重県高等学校理科教育研究会

25
滋賀県高等学校理科教育研究会

26
京都理化学協会

27
大阪府高等学校理化教育研究会

28
兵庫県高等学校教育研究会科学部会 http://www.hyogo-c.ed.jp/~rikagaku/

29
奈良県高等学校理化学会 http://www.nararika.com/

30
和歌山県高等学校理科研究会

31
鳥取県東部地区高等学校理科教育研究会

32
島根県高等学校理科教育協議会

33
岡山県高等学校教育研究会理科部会

34
広島県高等学校教育研究会理科部会物化部 http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyougikai/kyougikai-03-ko-04-korika.html

35
山口県高等学校教育研究会理化部会

36
徳島県高等学校教育研究会理科学会

37
香川県高等学校教育研究会理化部会

38
愛媛県高等学校教育研究会理科部会 http://rika-bukai.esnet.ed.jp/html/

39
高知県高等学校教育研究会理科部会

40
福岡県高等学校理科部会

41
佐賀県高等学校教育研究会物化部会

42
長崎県高等学校理科教育研究会

43
熊本県高等学校教育研究会理化部会

44
大分県高等学校教育研究会理科部会

45
宮崎県高等学校等教育研究会理科部会

46
鹿児島県高等学校教育研究会理科部会

47
沖縄県高等学校理科教育研究協議会
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