
戸石小　　　高以耒　泰 南長崎小　　入江　寿紀 宮小 藤瀨　安孝 宮　中 熊本　直樹

古賀小　　　松尾  一知 鳴見台小　　大久保利彦 三川内小 磯平　正敏 三川内中 栁原　秀一

矢上小 近藤　徳雄 桜が丘小　　喜多　　浩 広田小 梶山　和彦 広田中 高橋　正伸

日見小 三浦　輝之 香焼小      黒岩  敏博 花高小 迎　　和人 早岐中 梛尾　吉嗣

伊良林小　　石橋　博道 伊王島小･中  岩下  俊明 早岐小 尼﨑　悦朗 東明中 江頭正次郎

諏訪小 山田  圭二 高島小･中　 谷坂　利浩 江上小 惣田　正宏 日宇中 中野　一史

上長崎小　　宮田　幸治 外海黒崎小　原田　和幸 針尾小 大浦美輪子 崎辺中 古庄　　忍

桜町小 野中　正樹 神浦小 植木　良隆 大塔小 井上　文典 福石中 福野　生人

西坂小 山川　　武 池島小･中　 廣瀬　忠義 黒髪小 吉田　春樹 山澄中 山口　一成

小島小 田中　穂積 蚊焼小 永田  深香 日宇小 酒井　俊宏 祇園中 郷原　正浩

愛宕小 中村秀一郎 為石小 田下  一英 天神小 木下　和弥 清水中 緒方　　茂

日吉小･中　 久松美恵子 晴海台小　  上久木田雄二 港小 髙橋ちあき 光海中 前田　和子

茂木小 岩崎　浩司 川原小 寺田　成広 福石小 田中美和子 愛宕中 江頭　　敏

南小　　 　 田川　雄一 村松小 橋　　哲朗 木風小 馬場　裕宣 日野中 池田美祐紀

仁田佐古小　坂口　　孝 長浦小 山本  貴彦 潮見小 並川　和彦 相浦中 森嵜　眞悟

大浦小 田川　雅裕 形上小 山中　稔隆 白南風小 境　　裕一 中里中 冨野　　毅

戸町小 森田  幸一 高城台小　　五十嵐大輔 小佐世保小紀井　和典 大野中 諸熊　修一

小ヶ倉小　　松田　直也 東長崎中　　川本　哲也 祇園小 前田　善公 柚木中 埋ノ江　章

土井首小　　江原　芳樹 日見中 平野　俊男 山手小 鳩山　正彦 吉井中 川口　貴晴

深堀小 桑原  重久 桜馬場中　　本田勝一郎 春日小 稲葉　裕美 世知原中 野口　昌宏

式見小 中尾  善蔵 片淵中 赤井　君博 清水小 沖島　宏幸 宇久中 萩山　栄二

手熊小 小山　義彰 長崎中 種吉  信二 大久保小 蒲川　法子 小佐々中 田雜　　健

福田小 木下  和敏 小島中 甲斐　修司 金比良小 末竹　　実 江迎中 岩波　　直

小榊小 松本  直道 茂木中 磯部　  修 大野小 松田　美穂 鹿町中 池田　利夫

飽浦小 嵩　　和久 大浦中 竹市　保男 柚木小 三代　直正　

朝日小 佐藤　利良 梅香崎中　　髙坂　英晃 世知原小 久保　克則

稲佐小 千布  本広　 戸町中 大橋　　功 赤崎小 鶴田　和久

城山小 武末  弘之 土井首中　　福浦　豊治 船越小 佐野　貞現

西城山小　　渕上　卓也 深堀中 平野　哲也 日野小 山口　博徳

西町小 永田　忠生 福田中 山鹿　義弘 黒島小中 松尾　信広

西北小 立本　祐輔 西泊中 西田　篤史 浅子小中 末川宗一郎

滑石小 早瀬川　恒 丸尾中 中村　浩二 相浦小 橋爪　良仁

大園小 松本　藤昭 淵中 吉原　幹男 相浦西小 金子　圭一

西浦上小　　麻生　　毅 緑が丘中　　中村　和久 中里小 兼　  正晴

高尾小 原口  徹弥 岩屋中 三谷　　智 皆瀬小 松瀨　伸吾

山里小 山﨑　直人 西浦上中　　濱端　法長 吉井南小 山口伸一郎

坂本小 金子　伸治 山里中 本田　勇人 吉井北小 堤　　祐子

銭座小 丸山  朋子 滑石中 髙橋　正樹 宇久小 日髙　智明

三原小 宮原  友彦 三重中 原田　雄次 小佐々小 松尾　英治

北陽小 飯島　由紀 横尾中 小浦　末浩 楠栖小 春田　優洋

三重小 本多　孝臣 小江原中　　町田　雅隆 江迎小 薮　　英彦

畝刈小 田平　英毅 橘中 中田富士男 猪調小 岩田　美輝

女の都小　 　松田伊知郎 三川中 寺脇　秀司 鹿町小 渡邊　　修

横尾小 松崎　邦彦 小ヶ倉中　　田川信一郎 歌浦小 佐藤　　博

小江原小　　髙水　靖夫 香焼中 三浦　剛史

虹が丘小　　松坂　眞一 野母崎小･中  修行　勝則

西山台小　　田中    聡 外海中 楠本　千穂

南陽小 野田　浩司 三和中 岩永　聡輔

橘小 内田　英樹 琴海中 長尾　能博

長崎市
計98名　小62　併設4　一貫1　中31

佐世保市
計68名　小42　義務2　中24


