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２０１９年度 沖中英研役員及び各地区中英研役員名簿 

【沖中英研】代表メールアドレス：okichueiken@yahoo.co.jp 

役職 氏名 勤務校及び所在地 連絡先 

会 長 宜志富清博 

恩納村教育委員会 指導主事 

〒904-0492  

恩納村字恩納 2451番地  

TEL：098-966-1200 

FAX：098-966-8478 

shidou2@vill.onna.lg.jp 

副会長 又吉 直正 

普天間中学校 校長 

〒901-2201  

宜野湾市新城 2-41-1 

TEL：098-892-3328  

FAX：098-892-0588  

futenma-j@ginowan-okn.jp 

副会長 東風平涼子 

松城中学校 教頭 

〒902-0071 

那覇市繁多川 3-15-1 

TEL：098-917-3414  

FAX：098-917-3434 

j14-kyoto@naha-t.nahaken-okn.ed.jp 

事務局 大城 志乃 

開邦中学校 教諭 

〒901-1105 

南風原町字新川 646 

TEL：098-889-1715 

FAX：098-889-1709 

ooshshin@open.ed.jp 

弁論部 

譜久山 毅 

古蔵中学校 教諭 

〒900-0024   

那覇市古波蔵 4-8-1  

TEL：098-917-3409 

FAX：098-917-3429 

okichueiken@yahoo.co.jp 

小渡 沢子 

港川中学校 教諭 

〒901-2134 

浦添市港川 1-1-1 

TEL：098-876-1323 

FAX：098-876-1991 

okichueiken@yahoo.co.jp 

又吉 秀一 

古堅中学校 教諭 

〒904-0303  

読谷村字伊良皆 297 

TEL：098-956-2221 
FAX：098-956-4994 

okichueiken@yahoo.co.jp 

広報部 宮里 征吾 

松島中学校 教諭 

〒902-0061 

那覇市古島２－１１－２ 

TEL：098-917-3411 

FAX：098-917-3431 

okichueiken@yahoo.co.jp 

会 計 前原いずみ 

嘉数中学校 教諭 

〒901-2214 

宜野湾市我如古 423番地 

TEL：098-898-2642 

FAX：098-898-2650 

okichueiken@yahoo.co.jp 
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【国頭地区】 

代表メールアドレス：minna-syochu@edu.town.motobu.okinawa.jp 

役職 氏名 勤務校及び所在地 連絡先 

会 長 阿波根明美 

宜野座中学校 教頭 

〒904-1303 

宜野座村惣慶 1505 番地 

TEL： 098-968-8510 

FAX： 098-968-2634 

gityu-2@ginoza.ed.jp 

副会長 崎浜功美 

今帰仁中学校 教諭 

〒905-0401 

今帰仁村字仲宗根 47 番地 

TEL： 0980-51-5666 

FAX： 0980-51-5668 

nakijin-chu@nakijin.ed.jp 

事務局 

仲地そのみ 

水納小中学校 教諭 

〒905-0227  

本部町字瀬底 6260 

TEL： 0980-47-4848 

FAX： 0980-47-6480 

minna-syochu@edu.town.motobu.okinawa.jp 

松田 千草 

名護中学校 教諭 

〒905-0018 

名護市大西 2-2-33 

TEL： 0980-52-2641 

FAX： 0980-52-3695 

nago-c@school.ciyu.nago.okinawa.jp 

 

 

【中頭地区】 

代表メールアドレス： kadenatyu@educ.kadena.okinawa.jp（嘉手納中共有） 

役職 氏名 勤務校及び所在地 連絡先 

会 長 友寄ゆかり 

北中城中学校 校長 

〒901-2311  

北中城村字喜舎場 306 

TEL：098-935-3979 

FAX：098-935-3663 

kitanaka-jhs@kitanakagusuku.ed.jp 

副会長 榮 葉子 

嘉手納中学校 教頭 

〒904-0203 

嘉手納町字嘉手納 312 

TEL：098-956-2263 

FAX：098-956-9322 

kadenatyu@educ.kadena.okinawa.jp 

事務局 友利 真子 

嘉手納中学校 教諭 

〒904-0203 

嘉手納町字嘉手納 312 

TEL：098-956-2263 

FAX：098-956-9322 

kadenatyu@educ.kadena.okinawa.jp 
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【那覇地区】 

代表メールアドレス：j15-syokuin@naha-t.nahaken-okn.ed.jp（仲井真中共有） 

役職 氏名 勤務校及び所在地 連絡先 

会 長 黒島佐和子 

寄宮中学校 教頭 

〒902-0077 

那覇市長田１丁目１３番６５号 

TEL：098-917-3408 

FAX：098-917-3428 

j08-kyoto@naha-t.nahaken-okn.ed.jp 

副会長 望月雄紀 

城北中学校 教頭 

〒903-0804 

那覇市首里石嶺１丁目１１２番地 

TEL：098-917-3412 

FAX：098-917-3432 

j12-kyoto@naha-t.nahaken-okn.ed.jp 

事務局 眞境名君代 

仲井真中学校 教諭 

〒902-0074 

那覇市仲井真 189 番地 

TEL：098-917-3415 

FAX：098-917-3435 

j15-syokuin@naha-t.nahaken-okn.ed.jp 

 

 

 

【島尻地区】 

代表メールアドレス：nishicyu@nishizakic.city.itoman.okinawa.jp（西崎中共有） 

役 職 氏名 勤務校及び所在地 連絡先 

会 長 足立 克枝 

佐敷中学校 教頭 

〒901-1411  

南城市佐敷字兼久 16-1 

TEL：098-947-6210 

FAX：098-947-6195 

sachu-kyoutou@edu.city.nanjo.okinawa.jp 

事務局長 波照間永樹 

西崎中学校 教諭 

〒901-0306 

糸満市西崎町 3 丁目 422 番地 

TEL：098-994-3050 

FAX：098-994-1989 

nishicyu@nishizakic.city.itoman.okinawa.jp 

事務局副 大城 聡子 

東風平中学校 教諭 

〒901-0401 

八重瀬町字東風平 267 番地 

TEL：098-998-2107 

FAX：098-998-2958 

kjh-p@yaese-edu.jp 
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【宮古地区】代表メールアドレス： 

nkm.reiko@miyakojima.ed.jp（中村） miyagi.k77@gmail.com（宮城） 

役職 氏名 勤務校及び所在地 連絡先 

会 長 西里 純二 

城辺中学校 校長 

〒906-0102  

宮古島市城辺字福里 616 番地 

TEL：0980-77-4703 

FAX：0980-74-4102 
nsz.jyunji@miyakojima.ed.jp 

副会長 

下地 和吉 

宮古教育事務所 指導主事  

〒906-0012 

宮古島市平良西里 1125（５F） 

TEL：0980-72-3222 

FAX：0980-72-3181 
shmojka@pref.okinawa.lg.jp 

前泊 貴子 

西辺中学校 教諭 

〒906-0005 

宮古島市平良宇西原 1138 番地 

TEL：0980-72-4047 

FAX：0980-72-4049 
med.takako@miyakojima.ed.jp 

事務局 

中村 玲子 

平良中学校 教諭 

〒906-0012 

宮古島市平良字西里 724 番地 

TEL：0980-72-2227 

FAX：0980-72-2127 
nkm.reiko@miyakojima.ed.jp 

宮城 恵汰 

平良中学校 

〒906-0012 

宮古島市平良字西里 724 番地 

TEL：0980-72-2227 

FAX：0980-72-2127 
miyagi.k77@gmail.com 

【八重山地区】代表メールアドレス：shiraho-t@ishigaki.ed.jp（白保中共有） 

役職 氏名 勤務校及び所在地 連絡先 

会 長 漢那ひとみ 

小浜小中学校 校長 

〒907-1221  

竹富町字小浜 2575 番地 

TEL：0980-85-3154 

FAX：0980-85-3958 
kohama.school.main@town-taketomi-okinawa.com 

副会長 

仲地みゆき 

石垣市教育委員会 指導主事 

〒907-0012  

石垣市美崎町 16-6 

TEL：0980-82-4701 

FAX：0980-82-0294 

nakachmy@city.ishigaki.okinawa.jp 

下地和美 

白保中学校 教頭 

〒907-0242  

石垣市字白保 268‐35 

TEL：0980-86-7841 

FAX：0980-86-8366 

shiraho-t3@ishigaki.ed.jp 

事務局 髙原かおる 

白保中学校 教諭 

〒907-0242  

石垣市字白保 268‐35 

TEL：0980-82-4113 

FAX：0980-82-4200 

shiraho-t@ishigaki.ed.jp 

書 記 根間こずえ 

石垣第二中学校 教諭 

〒907-0004  

石垣市字登野城 1078 番地 

TEL：0980-83-1953 

FAX：0980-82-4349 

ishigakidaini-t@ishigaki.ed.jp 

会 計 島袋 千枝 

伊原間中学校 教諭 

〒907-0331  

石垣市伊原間 28 番地 

TEL：0980-89-2141 

FAX：0980-89-2244 

ibaruma-t@ishigaki.ed.jp 
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