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平成 31 年度社員（正会員）名簿 

※2019 年 7 月 9日現在 

全国 SLA(23 名) 各県 SLA(61 名) 合計 84 名 

№ 所属 氏名  № 所属 氏名  № 所属 氏名 

1 全国SLA 銭谷 眞美  4 宮城県SLA 中川西 剛  33 名古屋市SLA 蔭山美穂子 

2 全国SLA 設楽 敬一  5 秋田県SLA 佐藤 好久  34 三重県SLA 大川 暢彦 

3 全国SLA 竹村 和子  6 秋田県高校SLA 畠山 真一  35 福井県SLA 斉川 清一 

4 全国SLA 赤堀 侃司  7 山形県小中SLA 山川 明宏  36 滋賀県SLA 法山由紀子 

5 全国SLA 竹下 晴信  8 山形県高校SLA 大山 慎一  37 京都府SLA 上垣 昌之 

6 全国SLA 二村  健  9 福島県SLA 湯田千賀子  38 大阪府SLA 丸山 聡 

7 全国SLA 野間 省伸  10 茨城県SLA 久保智佳子  39 大阪市SLA 児玉 敏和 

8 全国SLA 肥田 美代子  11 茨城県高校SLA 岡部 和也  40 兵庫県SLA 松中 泰幸 

9 全国SLA 堀川 照代  12 栃木県SLA 見目 宗弘  41 奈良県SLA 大橋 美子 

10 全国SLA 丸山 昌宏  13 群馬県小中SLA 渡邉 淳  42 和歌山県SLA 林 素秀 

11 全国SLA 村山  功  14 群馬県高校SLA 竹澤 敦  43 鳥取県SLA 井口恵美子 

12 全国SLA(職員) 内海  淳  15 埼玉県小中SLA 木村 直美  44 島根県小中SLA 玉木 敦子 

13 全国SLA(職員) 櫻井 秀美  16 埼玉県高校SLA 山本美千代  45 島根県高校SLA 中村 訓子 

14 全国SLA(参事) 磯部 延之  17 千葉県小中SLA 野口 敏樹  46 岡山県SLA 髙槻 信博 

15 全国SLA(参事) 稲井 達也  18 千葉県高校SLA 塚田高一郎  47 広島県SLA 石田 知己 

16 全国SLA(参事) 小川 三和子  19 東京都SLA 守屋 文俊  48 山口県SLA 松本 弘美 

17 全国SLA(参事) 千葉 尊子  20 神奈川県SLA 小林 俊哉  49 徳島県SLA 武田 伊織 

18 全国SLA(参事) 熊倉 峰広  21 横浜市SLA 堀部 尚久  50 香川県SLA 鏡原 寿吉 

19 全国SLA(参事) 小林  功  22 山梨県小中SLA 廣瀬 敏夫  51 愛媛県小中SLA 上甲 鼓季 

20 全国SLA(参事) 小日向 輝代  23 山梨県高校SLA 井上 耕史  52 愛媛県高校SLA 近藤 実 

21 全国SLA(参事) 斎藤  純  24 新潟県SLA 高橋 昌利  53 高知県SLA 岡林 宏枝 

22 全国SLA(参事) 五月女 保幸  25 富山県SLA 杉原 栄  54 福岡県SLA 西田 雅子 

23 全国SLA(参事) 山田 万紀惠  26 石川県SLA 山越 善耀  55 佐賀県SLA 熊本 輝美 

    27 長野県小中SLA 宮尾 弘子  56 長崎県SLA 坂口 浩 

    28 長野県高校SLA 新津 英人  57 熊本県SLA 木下 浩文 

 各県SLA会長   29 岐阜県SLA 片山 誠吾  58 大分県SLA 永楽 仁八 

1 北海道SLA 黒澤 敏行  30 静岡県小中SLA 川﨑 敦子  59 宮崎県SLA 柳田 克彦 

2 青森県SLA 髙橋 光夫  31 静岡県高校SLA 野村 賢一  60 鹿児島県SLA 郷田 厚洋 

3 岩手県SLA 中村 雅彦  32 愛知県SLA 加藤 文彦  61 沖縄県SLA 島尻 順子 

 


