
年度 春季研究大会 秋季研究大会 部会長 事務局 会計 定通部門 事務担当校

40  岡山朝日高 津山  青陵  高梁

41  岡山南高 笠岡  林野  新見農高

42  岡山工業高 玉島  成羽  江見商

43  就実高 津山商 新見商 水島工

44  西大寺高 苫田  高梁(南)  井原

45  東岡山工業高 新見  興陽  勝間田農林 瀬戸高

46  岡山操山高    （岡山） 福渡高　　  　（東部）

47  水島工業高    （倉敷） 瀬戸高(東)  高梁高(西)

48  岡山大安寺高 （岡山） 津山工業高(東)児島高(西)

49  倉敷商業高    （倉敷） 金山学園高　  （西部）

50  岡山朝日高    （岡山） 総社高          （西部） 白髪　　正昭

51  倉敷中央高    （倉敷） 岡山東商高      (東部)

52  岡山芳泉高    （岡山） 金光学園高

53  倉敷南高       （倉敷） 落合高

54  玉野高          （倉敷） 鴨方高

55  山陽女子高    （岡山） 和気閑谷高

56  倉敷青陵高    （倉敷） 作陽高

57  岡山朝日高    （岡山） 高梁高 岡山商高

58  倉敷古城池高 （倉敷） 邑久高 市立玉島高

59  岡山一宮高    （岡山） 笠岡高       (備南備西) 箭田高 倉敷市立工

60  倉敷天城高    （倉敷） 美作高             (津山) 児島第一高 市立備南高

61  金川高          （岡山） 新見高       (高梁新見) 操山高

62  玉島高          （倉敷） 備前東高          (岡山) 烏城高

63  関西高          （岡山） 矢掛高       (備南備西) 市立玉島高

1  玉野光南高    （倉敷） 津山東高          (津山) 有元　  　毅 箭田高

2  岡山南高       （岡山） 総社南高    (高梁新見) 市立南海高

3  清心女子高    （倉敷） 勝山高             (美作) 岡山市立工

4  岡山操山高    （岡山） 全英連岡山大会のため休会 倉敷市立工

5  倉敷南高       （倉敷） 津山高             (美作) 真備陵南高

6  岡山大安寺高 （岡山） 井原高             (備西) 市立児島高

7  倉敷商業高    （倉敷） 白陵高             (旭東) 岡山女子高

8  岡山芳泉高    （岡山） 児島高             (備南) 宇根  　　廣 市立玉島高

9  倉敷青陵高    （倉敷） 瀬戸高             (旭東) 小野田　昌三 井原市立高 市立精思高

10  岡山高          （岡山） 総社高             (備北) 市立備南高 市立宇治高

11  倉敷中央高    （倉敷） 岡山城東高       (岡山) 烏城高

12  就実高          （岡山） 笠岡高             (備西) 三垣　　昌章 市立精思高

13  倉敷古城池高  （倉敷） 西大寺高          (旭東) 井上　　昭憲 真備陵南高

14  山陽女子高     （岡山） 林野高             (美作) 松岡　　　進 岡山後楽館高

15  倉敷天城高     （倉敷） 鴨方高             (備西) 福田　　充純 倉敷市立工 烏城高

16  岡山東商業高  （岡山） 高梁高             (備北) 岩崎　　邦雄 市立宇治高

17  玉島高          （倉敷） 津山商高          (美作) 倉敷翔南高

18  岡山一宮高    （岡山） 岡山学芸館高    (旭東) 市立片上高

19  倉敷翠松高    （倉敷） 玉野高             (備南) 小濱　　正三 市立玉島高

20  岡山朝日高    （岡山） 和気閑谷高       (旭東) 國友　　道一 市立松山高

21  倉敷南高　　　(倉敷) 落合高　　　　(美作) 玉野備南高

22  岡山操山高　　(岡山) 金光学園高　　(備西) 烏城高

23 岡山理大附高　(岡山) 玉野光南高　　(備南) 井原市立高 市立玉島高

24 倉敷商業高　　(倉敷) 作陽高　　　　(美作) 精思 烏城高

25 岡山南高　　　(岡山) 矢掛高　　　　(備西) 真備陵南 岡山操山高

26 倉敷青陵高　　(倉敷) 新見高　　　　(備北) 倉敷市立工 井原市立高

27 岡山大安寺中等　(岡山) 邑久高　　　　(旭東) 松岡　隆 市立宇治高

28 清心女子高　　(倉敷) 美作高　　　　(美作) 石田　均 倉敷翔南高

29 岡山高校　　　(岡山) 倉敷鷲羽高　　(備南) 市立片上高

30 倉敷中央高　　(倉敷) 井原高　　　　(備西) 市立玉島高 岡山後楽館高

31／元 就実高校 　     (岡山) 総社南高　　　(備北) 歳森　隆夫 市立松山高

2 中　　止 岡山白陵高       (旭東) 白神　敬祐 玉野備南高

3 岡山芳泉高校   (岡山) 津山東高        (美作) 烏城高

4 倉敷天城高　　(倉敷) 玉野高             (備南) 井原市立高

5 岡山城東高      (岡山) 笠岡高             (備西) 精思高

6 倉敷古城池高　(倉敷) 総社高          (備北) 真備陵南

7  岡山東商業高（岡山） 瀬戸高             (旭東) 倉敷市立工

8 玉島高　　      (倉敷) 津山高          (美作) 市立宇治高

9 関西高校       （岡山） 玉野光南高　　(備南) 倉敷翔南高

10 倉敷翠松高　  (倉敷) 鴨方高             (備西) 市立片上高

市立精思高

岡 山 一 宮 高
(岡山/備西)

岡山後楽館高
(岡山/備西)

総 社 高
(倉敷/備北)

水 島 工 高
(倉敷/備北)

岡 山 城 東 高
(岡山/備西)

部門長勤務校

松下  　晶子
倉 敷 鷲 羽 高
(備南)

興 陽 高
(備南)

倉 敷 青 陵 高
( 倉 敷 / 備 北 )

倉 敷 工 高
(倉敷/備北)

岡山東商高
(岡山/備西)

倉敷古城池高
(倉敷/備北)

倉 敷 商 高
(倉敷/備北)

玉島高
(備西)

笠岡商高
(備西)

市立片上高

菱川　靖人
岡 山 芳 泉 高
(岡山/備西)

東岡山工高
(岡山/備西)

赤木　　圭介 岡山白陵高 瀬戸高 玉野備南高

谷川　真利子
岡 山 操 山 高
(岡山/備西)

岡 山 工 高
(岡山/備西)

木口　　　勉 倉敷中央高 水島工高

倉敷天城高 玉島商高 真備陵南高

市立玉島高

玉野高 岡山南高 市立精思高

倉敷南高 倉敷商高

岡山後楽館高

市立松山高

岡山城東高 岡山東商高

大田原　啓介

岡山朝日高 西大寺高

小橋　　  勲

倉敷古城池高 東岡山工高

市立南海高城山　　藤一

玉野光南高 玉野商高

北川　  　巌

総社南高 倉敷工高

河村　　孟喜 岡山芳泉高 岡山東商高

烏城高

佐原  都代治 倉敷天城高 岡山南高

箭田高
岡山一宮高 岡山工高

川井　　次夫 就実高 倉敷商高

児島第一高

松田  万寿生 倉敷青陵高 水島工高

西大寺高 岡山工高

仲田　  　毅
総社高 東岡山工高

八田　　寛夫 倉敷南高 倉敷工高

州崎　  　敬

岡山操山高 岡山東商高

近土  富貴男
岡山大安寺高 岡山南高

『春季研究大会の会場校変更について』
令和２年度の会場校は倉敷天城高の予定だったが、感染症拡大の影響で大会の中止が決定した。それに伴い倉敷地区の会場校
は令和４年度以降の予定を以下のように変更する。上記の表は変更後の予定である。
≪変更前≫令和２年度：倉敷天城高　　　令和４年度：倉敷古城池高　　　令和６年度：玉島高　　　令和８年度：倉敷翠松高　　　令和１０年度：倉敷南高
≪変更後≫令和２年度　中止　　令和４年度：倉敷天城高　　令和６年度：倉敷古城池高　　令和８年度：玉島高　　令和１０年度：倉敷翠松高
              令和１２年度：倉敷南高

令和２年度　英語部会　当番校のまとめ及び予定

岸　    　透 岡山朝日高

石原　　盛男
西大寺高


