
№ 学　校　名 学　校　名 № 学　校　名 氏　名

1 みなと　小学校 末次　ゆかり 51 大野　中学校 山田　清隆
2 伊方　小学校 上田　千明 52 大和　小学校 山本　恵子
3 大任　小学校 久原　琢磨 53 築城　小学校 古賀　美幸
4 稲築東　小学校 田中　はま子 54 筑紫丘　中学校 藏田　洋子
5 下境　小学校 古田　睦子 55 直方第三　中学校 園田　裕之
6 下山門　小学校 松本まり子 56 鎮西　小学校 野田　静香
7 加布里　小学校 上田　尊之 57 鎮西　小学校 谷口　美穂
8 河東　小学校 藤﨑　ちとせ 58 鎮西　中学校 金高　智典
9 開　小学校 森　真弓 59 椎田　中学校 早野　雅弘

10 葛城　小学校 寺門　東 60 堤　小学校 藤林　俊子
11 菊池　小学校 柴田　晃次 61 天拝　中学校 田中愛一郎
12 吉井　小学校 三善眞由美 62 田村　小学校 大森　弘江
13 吉川　小学校 平城　由香 63 東若久　小学校 白石　光子
14 吉塚　中学校 米光　吉則 64 東住吉　小学校 下川　恭子
15 久喜宮　小学校 山田　耕二 65 那珂南　小学校 栗﨑美保子
16 宮若東　中学校 二村　公成 66 南　小学校 城戸　絹代
17 宮竹　小学校 小河　仁美 67 南　小学校 大津　園子
18 桂川　小学校 久保　由明 68 南　小学校 内村美智子
19 警固　中学校 中村　　浩 69 南風　小学校 左座　直子
20 警固　中学校 武田　康子 70 南福岡　特別支援学校 見汐　友博
21 玄洋　中学校 田中　章代 71 二川　小学校 松藤　啓子
22 江上　小学校 酒見由紀子 72 柏原　小学校 園田　円
23 香春　中学校 古川信一郎 73 八幡　小学校 吉村　住江
24 今元　中学校 金房　智子 74 浮羽　中学校 佐藤　公子
25 今宿　小学校 牟田　直恵 75 筥松　小学校 河上　友子
26 三筑　小学校 古賀　政浩 76 福浜　小学校 川崎　祐司
27 山川　中学校 古賀　洋子 77 牟田山　中学校 古賀由里子
28 四箇田　小学校 大垣　哉子 78 名島　小学校 箱田　道教
29 糸田　中学校 太郎丸　嘉孝 79 姪浜　中学校 惟永　寛子
30 若久　特別支援学校 諸橋　宏明 80 矢留　小学校 山下　令子
31 春日野　中学校 楢崎　智久 81 立石　中学校 中村　敏文
32 小郡　小学校 松尾　智春 82 緑丘　中学校 渡辺　　博
33 小森野　小学校 川口　秀樹 83 福岡市教職員組合 牛田　康之
34 城西　中学校 長谷部秀一 84 八女市星野公民館 渡辺　静香
35 須恵　中学校 藤島美佐子 85 退職個人組合員 幸山　佳正
36 須恵　中学校 金田　佳久 86 退職個人組合員 中村　真由美
37 西国分　小学校 室井真理子 87 退職個人組合員 相川　千鶴子
38 青柳　小学校 安倍　雅彦 88 退職個人組合員 井手上敦子
39 青葉　中学校 今道　洋子 89 退職個人組合員 至　節子
40 赤池　中学校 中島　千鶴 90 退職個人組合員 浜田　君子
41 川会　小学校 名嶋　雅子 91 退職個人組合員 穴見美智子
42 前原　中学校 山口　幸美 92 退職個人組合員 前田　和子
43 草ヶ江　小学校 兼述　典子 93 退職個人組合員 松尾　千鶴子
44 足原　小学校 田中　博子 94 退職個人組合員 赤澤　茂
45 大原　中学校 松永　乃り子 95 退職個人組合員 中村　須満子
46 大溝　小学校 石川　富子 96 退職個人組合員 東野　博文
47 大城　小学校 福成　安正 97 退職個人組合員 田中　尚幸
48 大石　小学校 豊原みちよ 98 退職個人組合員 長城　ひとみ
49 大善寺　小学校 酒見　尚美 99 退職個人組合員 福澤　富美代
50 大善寺　小学校 上野　郁子 100 退職個人組合員 三原　三枝子
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