
県名 競技専門部名
九州

委員長
氏　名 所属校 〒 所属校所在地 所属校電話番号

陸上競技

駅伝

水泳競技

水球

飛込

体操

新体操

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞ-ﾙ 〇 湯村　　健 福岡女子高校 819-0013 福岡市西区愛宕浜3-2-2 092-881-7344

ﾊﾞﾚ-ﾎﾞ-ﾙ 〇 坂本　哲郎 筑豊高校 822-0002 直方市大字頓野4019-2 0949-26-0324

ｻｯｶ- 古川　　淳 伝習館高校 832-0045 柳川市本町142 0944-73-3116

ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 牟田口享司 福岡高校 812-0043 福岡市博多区堅粕1-29-1 092-651-4265

ﾊﾝﾄﾞﾎﾞ-ﾙ 稲永　貴仁 新宮高校 811-0119 糟屋郡新宮町緑ヶ浜1-12-1 092-962-2935

柔道 礒部　喜昭 青豊高校 828-0028 豊前市青豊3番地1 0979-82-2105

剣道 橋本　信之 明善高校 830-0022 久留米市城南町9-1 0942-32-5241

相撲 南　　　博 新宮高校 811-0119 糟屋郡新宮町緑ヶ浜1-12-1 092-962-2935

弓道 椋田　孝行 青豊高校 828-0028 豊前市青豊3番地1 0979-82-2105

卓球 藤村　明弘 稲築志耕館高校 820-0205 嘉麻市岩崎1318-1 0948-42-1313

テニス 木原　春光 福岡大学附属若葉高校 810-0062 福岡市中央区荒戸3-4-62 092-771-1981

ソフトテニス 谷　　慎介 福岡魁誠高校 811-2311 糟屋郡粕屋町長者原122 092-938-2021

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 〇 明神　憲一 九州国際大学付属高校 805-0002 北九州市八幡東区枝光5-9-1 093-671-8448

ソフトボール 粂本　健 福岡大学附属若葉高校 811-2311 糟屋郡粕屋町長者原122 092-938-2021

登山 徳永　勝文 八幡中央高校 806-0015 北九州市八幡西区元城町1-1 093-681-2335

ﾚｽﾘﾝｸﾞ 中野　智之 東鷹高校 825-0002 田川市伊田2362-3 0947-44-3015

ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ 柴田　裕史 太宰府高校 818-0122 太宰府市高雄3-4114 092-921-4001

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 守　　昌宏 八幡中央高校 806-0015 北九州市八幡西区元城町1-1 093-681-2335

空手道 〇 関戸　善伸 東福岡高校 812-0007 福岡市博多区東比恵2-24-1 092-411-3702

ﾖｯﾄ 金川　文雄 修猷館高校 814-8510 福岡市早良区西新6-1-10 092-821-0733

自転車競技 〇 月成　憲一 祐誠高校 830-0052 久留米市上津町2192 0942-22-1238

ボート 倉本　和典 八幡工業高校 812-8575 福岡市博多区東公園7-7 092-643-3933

ホッケー

ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 野元　伸一郎 玄界高校 811-3114 古賀市舞の里3-6-1 092-944-2735

アーチェリー 〇 千代丸　雄晴 柏陵高校 811-1353 福岡市南区柏原4-47-1 092-566-3232

なぎなた 〇 矢野　陽子 福岡常葉高校 818-0025 筑紫野市筑紫901 092-926-0731

カヌー 富松　和彦 三潴高校 830-0207 三潴郡城島町城島59-1 0942-62-3146

少林寺拳法 渡邊　弘一 常磐高校 802-0985 北九州市小倉南区志井1937 093-961-2334

ライフル射撃

軟式野球

馬術

ダンス

スキー・スケート

研究 柴﨑　雄一郎 折尾高校 807-0863 北九州市八幡西区大膳2-23-1 093-691-3561

陸上競技 北村　健 鹿島高校 849-1311 鹿島市高津原４６２ 0954-62-4136

駅伝

水泳競技 宮﨑　健介 唐津商業高校 847-0064 唐津市元石町235-2 0955-72-7196

水球

飛込

体操 篠原　綾介 佐賀北（通）高校 840-0851 佐賀市天祐2-6-1 0952-29-4189

新体操 西川　隆剛 神埼清明高校 842-0012 神埼市神埼町横武2 0952-52-3191

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞ-ﾙ 福島　啓視 鳥栖工業高校 841-0051 鳥栖市元町1918 0942-83-4134

ﾊﾞﾚ-ﾎﾞ-ﾙ 瀬戸　隆英 武雄高校 843-0022 武雄市武雄町武雄５５４０－２ 0954-22-3102

ｻｯｶ- 田中　哲也 小城高校 845-0001 小城市小城町１７６ 0952-73-2295

ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 仁位　岳寛 佐賀工業高校 840-0841 佐賀市緑小路1-1 0952-24-4356

ﾊﾝﾄﾞﾎﾞ-ﾙ 船津　久和 佐賀清和高校 849-0919 佐賀市兵庫北2-14-1 0952-37-5400

柔道 〇 相良　尚武 杵島商業高校 849-2101 杵島郡大町町大町2039 0952-82-3241

剣道 井手　信夫 小城高校 845-0001 小城市小城町176 0952-73-2295

相撲 小形　祥三 多久高校 846-0002 多久市北多久町小侍23 0952-75-3191

弓道 藤　　貴雄 武雄高校 843-0022 武雄市武雄町武雄５５４０－２ 0954-22-3102

卓球 秀島　　洋 唐津工業高校 847-0832 唐津市石志中ノ尾3072 0955-78-1155

テニス 小林　正雄 唐津東高校 847-0028 唐津市鏡新開１番地 0955-77-1984

ソフトテニス 森田　保也 唐津東高校 847-0028 唐津市鏡新開１番地 0955-77-1984

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 末次　孝文 唐津工業高校 847-0832 唐津市石志中ノ尾3072 0955-78-1155

ソフトボール 有須田　哲也 唐津南高校 847-0824 唐津市神田字堤2629-1 0955-72-4123

登山 武末　良樹 鳥栖工業高校 841-0051 鳥栖市元町1918 0942-83-4134

ﾚｽﾘﾝｸﾞ 松尾　秀二 鹿島実業高校 849-1311 鹿島市高津原５３９ 0954-63-3126

ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ 前田　真一 高志館高校 840-0201 佐賀市大和町尼寺1698 0952-62-1331

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 千代田　宏志 有田工業高校 844-0012 西松浦郡有田町桑古場乙2902 0955-42-3136

空手道 森　　康斉 佐賀東高校 840-0016 佐賀市南佐賀3-11-15 0952-24-0141

ﾖｯﾄ 吉田　侑司 唐津西高校 847-0821 唐津市町田字大山田1992 0955-72-7184

自転車競技 江田　　弘 龍谷高校 840-0054 佐賀市水ヶ江3-1-25 0952-24-2244

ボート 松永　弘之 唐津西高校 847-0821 唐津市町田字大山田1992 0955-72-7184

ホッケー 近藤　芳樹 伊万里商業高校 848-0028 伊万里市脇田町1376 0955-23-5191

ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 野本　尚子 佐賀商業高校 840-0804 佐賀市神野東4-12-40 0952-30-8571

アーチェリー 今江　吉則 高志館高校 840-0201 佐賀市大和町尼寺1698 0952-62-1331

なぎなた 山本　智子 牛津高校 849-0303 小城市牛津町牛津２７４ 0952-66-1811

カヌー 宇木　浩二 鳥栖工業高校 841-0051 鳥栖市元町1918 0942-83-4134

少林寺拳法 高森　英文 伊万里商業高校 848-0028 伊万里市脇田町1376 0955-23-5191

ライフル射撃

軟式野球

馬術

ダンス

ｽｷｰ・ｽｹｰﾄ

研究 安藤　　優 多久高校 846-0002 多久市北多久町小侍23 0952-75-3191

小川　純一 福岡大学附属若葉高校 810-0062 福岡市中央区荒戸3-4-62

福元　久雄 田川高校 822-1405 田川郡香春町中津原2055-1

平川　収

福
　
　
　
岡

佐
　
　
　
賀

　　平成２８年度　　各県競技専門委員長一覧（県別）

092-574-1511

092-771-1981

0947-44-1131

春日高校 816-0811 春日市春日公園5-17



県名 競技専門部名
九州

委員長
氏　名 所属校 〒 所属校所在地 所属校電話番号

陸上競技 〇 堀内　伸郎 諫早農業高校 854-0043 諫早市立石町1003番地 0957-22-0050

駅伝 俣野　　剛 小浜高校 854-0595 雲仙史小浜町北野623 0957-74-4114

水泳競技 梅本　一男 長崎西高校 　852-8014 長崎市竹の久保町１２－９ 095-861-5106

水球

飛込

体操 〇 中里　伸司 島原工業高校 855-0073 島原市本光寺町4353番地 0957-62-2758

新体操

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞ-ﾙ 田中　耕二 島原高校 855-0036 島原市城内2丁目1130 0957-63-7100

ﾊﾞﾚ-ﾎﾞ-ﾙ 山口　郁彦 佐世保北高校 857-0028 佐世保市八幡町6-31 0956-22-5520

ｻｯｶ- 渡邊　　健 猶興館高校 859-5121 平戸市岩の上町1443 0950-22-3117

ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 品川　英貴 長崎北陽台高校 851-２１２７ 西彼杵郡長与町高田郷3672 095-883-6843

ﾊﾝﾄﾞﾎﾞ-ﾙ 松下　達喜 佐世保西高校 857-0136 佐世保市田原町130-1 0956-49-2528

柔道 藤田　洋介 長崎商業高校 852-8157 長崎市泉町1125 095-887-1511

剣道 〇 鹿取　　満 長崎東高校 850-0007 長崎市立山5-13-1 095-826-5281

相撲 松永　六十四 猶興館高校 859-5121 平戸市岩の上町1443 0950-22-3117

弓道 堀部　修一 島原高校 855-0036 島原市城内2丁目1130 0957-63-7100

卓球 本石　一夫 大村工業高校 856-0815 大村市森園町1079-3 0957-52-3772

テニス 〇 梅津　隆行 西陵高校 859-0401 諫早市多良見町化屋1387-2 0957-43-4154

ソフトテニス 〇 大槻　範和 長崎工業高校 852-8052 長崎市岩屋町41-22 095-856-0115

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 中尾　勘治 長崎明誠高校 851-3101 長崎市西海町1854 095-884-2543

ソフトボール 溝口　弘一郎 長崎商業高校 852-8157 長崎市泉町1125 095-887-1511

登山 光富　英輔 大村高校 856-0835 大村市久原1-591 0957-52-2660

ﾚｽﾘﾝｸﾞ 〇 喜多　龍昭 島原高校 855-0036 島原市城内2丁目1130 0957-63-7100

ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ 柳本　　昭 小浜高校 854-0595 雲仙史小浜町北野623 0957-74-4114

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 梅崎　昭夫 諫早農業高校 854-0043 諫早市立石町113 0957-22-0050

空手道 井野口　隆一 佐世保商業高校 857-0143 佐世保市吉岡町863-3 0956-49-3990

ﾖｯﾄ 三嶋　由之 長崎工業高校 852-8052 長崎市岩屋町41-22 095-856-0115

自転車競技 馬場　秀朋 鹿町工業高校 859-6145 佐世保市鹿町町土肥ノ浦免110 0956-65-2611

ボート 〇 植田　京子 大村高校 856-0835 大村市久原1-591 0957-52-2660

ホッケー 志田　達広 川棚高校 859-3616 東彼杵郡川棚町白石郷64-1 0956-82-2800

ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 〇 平　康太郎 長崎工業高校 852-8052 長崎市岩屋町41-22 095-856-0115

アーチェリー 藤原　真也 諫早東高校 854-0205 諫早市森山町杉谷317 0957-36-1010

なぎなた 松本　幸亀 松浦高校 859-4501 松浦市志佐町浦免738-1 0956-72-0142

カヌー 〇 西川　和昭 長崎鶴洋高校 850-0991 長崎市末石町157-1 095-871-5677

ライフル射撃 荒木　隆裕 長崎北高校 851-1132 長崎市小江原1-1-1 095-844-5116

軟式野球

馬術

ダンス

スキー・スケート

研究 〇 森山　　悠 佐世保西高校 857-0136 佐世保市田原町130-1 0956-49-2301

陸上競技 〇

駅伝

水泳競技 〇 田代　　稔 九州学院高校 862-8676 熊本市中央区大江5丁目2-1 096-364-6134

水球

飛込

体操 安藤　博明 球磨商業高校 868-0303 球磨郡錦町西１９２ 0966-38-2052

新体操

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞ-ﾙ 前田　啓志 大津高校 869-1233 菊池郡大津町大津１３４０ 096-293-2751

ﾊﾞﾚ-ﾎﾞ-ﾙ 中島　健 開新高校 862-8677 熊本市中央区大江6丁目1－33 096-366-1201

ｻｯｶ- 新生   恒治 阿蘇中央高校 869-2612 阿蘇市宮地2460 0967-22-0070

ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 村田　法大 熊本工業高校 862-0953 熊本市中央区上京塚町5-1 096-383-2105

ﾊﾝﾄﾞﾎﾞ-ﾙ 〇 宮田　政克 必由館高校 860-0863 熊本市中央区坪井4丁目15-1 096-343-0236

柔道 髙山　廣茂 人吉高校 868-8511 人吉市北泉田町350 0966-22-2261

剣道 早瀬　雄一 鹿本高校 861-0532 山鹿市鹿校通3丁目5-1 0968-44-5101

相撲 本田　浩二 文德高校 860-0082 熊本市西区池田4丁目22-2 096-354-6416

弓道 富田　満秋 鹿本高校 861-0532 山鹿市鹿校通3丁目5-1 0968-44-5101

卓球 浦野　誠也 翔陽高校 869-1235 菊池郡大津町室１７８２ 096-293-2055

テニス 秋吉　博之 鹿本商工高校 861-0304 山鹿市鹿本町鹿本御宇田312 0968-46-0511

ソフトテニス 谷脇　　晋 天草高校 863-0003 天草市本渡町本渡557 0969-23-3191

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 権藤　浩二 八代東高校 866-0866 八代市鷹辻町4-2 0965-33-1600

ソフトボール 浦上　智行 八代工業高校 866-0082 八代市大福寺町473 0965-33-2663

登山 濱近　大輔 人吉高校 868-8511 人吉市北泉田町350 0966-22-2261

ﾚｽﾘﾝｸﾞ 矢山　裕明 北稜高校 865-0061 玉名市立願寺２４７ 0968-73-2123

ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ 吉岡　　亨 城北高校 861-0542 山鹿市志々岐大野原798 0968-44-8111

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 藤枝　勇一 熊本西高校 860-0067 熊本市西区城山大塘5丁目5-15 096-329-3711

空手道 西田　　浩 熊本商業高校 862-0954 熊本市中央区神水1丁目1-2 096-384-1551

ﾖｯﾄ 長尾　圭祐 宇土高校 869-0454 宇土市古城町63 0964-22-0043

自転車競技 中田　将次 千原台高校 860-0073 熊本市西区島崎2丁目37-1 096-355-7261

ボート 岩下　　強 菊池女子高校 861-1331 菊池市隈府1081 0968-25-3032

ホッケー 益田　哲寿 ひのくに支援学校 861-1101 合志市合生4360-7 096-249-1001

ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 和田　勝博 開新高校 862-8677 熊本市中央区大江6丁目1-33 096-366-1201

アーチェリー 川口　祐樹 八代清流高校 866-0061 八代市渡町字松上1576 0965-35-5455

なぎなた 齊木　香里 熊本西高校 860-0067 熊本市西区城山大塘5丁目5-15 096-329-3711

カヌー 大瀬　脩平 人吉高校 868-8511 人吉市北泉田町350 0966-22-2261

少林寺拳法 出口　利博 大津高校 869-1233 菊池郡大津町大津1340 096-293-2751

ライフル射撃

軟式野球

馬術 渕上　裕仁 熊本農業高校 861-4105 熊本市南区元三町5丁目1-1 096-357-8800

ダンス 山下　　史 熊本商業高校 862-0954 熊本市中央区神水1丁目1-2 096-384-1551

ｽｷｰ 柗本　一弥 矢部高校 861-3515 上益城郡山都町城平954 0967-72-0024

日本拳法 喪上　　哲 翔陽高校 869-1235 菊池郡大津町室1782 096-293-2055

研究 伊藤　勝之 大津高校 869-1233 菊池郡大津町大津1340 096-293-2751

平山　浩継 湧心館高校 862-8603 熊本市中央区出水4丁目1-2 096-372-5311

長
　
　
　
崎

熊
　
　
　
本

　　平成２８年度　　各県競技専門委員長一覧（県別）



県名 競技専門部名
九州

委員長
氏　名 所属校 〒 所属校所在地 所属校電話番号

陸上競技 廣末　敬 大分西高校 870-8560 大分市新春日町２－１－１ 097-543-1551

水泳・水球・跳込 安部　憲毅 別府青山高校 874-0903 別府市野口原3088-91 0977-22-3141

体操

新体操

バスケットボール 福山　浩史 臼杵高校 875-0042 臼杵市大字海添2521 0972-62-5145

バレーボール 辻　　郁徳 臼杵高校 875-0042 臼杵市大字海添2521 0972-62-5145

サッカー 〇 友成　義朗 大分工業高校 870-0948 大分市芳河原台12-1 097-568-7322

ラグビー 江藤　　賢 大分舞鶴高校 870-0938 大分市今津留1-19-1 097-558-2268

ハンドボール 梶原　　健 大分鶴崎高校 870-0104 大分市南鶴崎3-5-1 097-527-2166

柔道 田川　晋治 高田高校 879-0606 豊後高田市玉津1834-1 0978-22-3145

剣道 堀秀　一郎 別府翔青高校 874-0903 別府市野口原3088-91 0977-22-3141

相撲 坂本　昭文 日田林工高校 877-0083 日田市吹上町30 0973-22-5171

弓道 津﨑　　誠 杵築高校 873-0014 杵築市本庄2379 0978-62-2037

卓球 佐藤　貴司 大分上野丘高校 870-0835 大分市上野丘2-10-1 097-543-6249

テニス 塩月　孝弘 別府翔青高校 874-0903 別府市野口原3088-91 0977-22-3141

ソフトテニス 佐藤　光晴 大分商業高校 870-0931 大分市西浜4-2 097-558-2611

バドミントン 渡邉　仁友 別府鶴見丘高校 874-0836 別府市大字鶴見字横打4433-2 0977-21-0118

ソフトボール 杉田　　剛 大分東高校 870-0313 大分市大字屋山2009 097-592-1064

登山 久井田　崇 安心院高校 872-0593 宇佐市安心院町折敷田６４ 0978-44-0008

レスリング 太田　充洋 津久見高校 879-2421 津久見市大字津久見3485-1 0972-82-4126

ボクシング 飯田　育夫 鶴崎工業高校 870-0133 大分市大字葛木509 097-527-5261

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 〇 寺岡　陽一 国東高校 873-0503 国東市国東町大字鶴川1974 0978-72-1325

空手道 樋口　　学 杵築高校 873-0014 杵築市本庄2379 0978-62-2037

ヨット 佐藤　　誠 津久見海洋科学校 875-0011 臼杵市大字諏訪254-1-2 0972-63-3678

自転車競技 橋本　文一 日出総合高校 879-1504 速見郡日出町大神１３９６－４３ 0977-72-2855

アーチェリー 藤原　吉文 別府溝部学園高校 874-8567 別府市大字野田78 0977-66-0224

ホッケー 高橋　伸介 玖珠美山高校 879-4403 玖珠郡玖珠町大字帆足160 0973-72-1148

フェンシング 中村　　修 津久見高校 879-2421 津久見市大字津久見3485-1 0972-82-4126

ボート 林　仁哉 日田三隅高校 877-0000 日田市大字友田１５４６－１ 0973-23-3130

なぎなた 築城　理恵 福徳学院高校 870-0883 大分市永興550 097-544-3551

馬術 富田　明寿 三重総合高校 879-7141 豊後大野市三重町秋葉1010 0974-22-5500

カヌー 高木　宏通 高田高校 879-0606 豊後高田市玉津1834-1 0978-22-3145

ゴルフ 近野　正太郎 大分高校 870-0162 大分市明野高尾１－６－１ 097-551-1101

ライフル射撃 河野　春彦 由布高校 879-5413 由布市庄内町大字大竜2674 097-582-0244

研究 小原　　純 情報科学高校 870-0126 大分市横尾1605 097-533-1212

陸上競技

駅伝

水泳競技

水球

飛込

体操

新体操

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞ-ﾙ 齋賀　哲也 延岡高校 882-0837 延岡市古城町3-233 0982-32-5331

ﾊﾞﾚ-ﾎﾞ-ﾙ 金丸　真也 都城工業高校 885-0084 都城市五十町2400 0986-22-4349

ｻｯｶ- 都甲　尚生 延岡高校 882-0837 延岡市古城町3-233 0982-32-5331

ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 矢野　義明 高鍋高校 884-0002 児湯郡高鍋町大字北高鍋4262 0983-23-0005

ﾊﾝﾄﾞﾎﾞ-ﾙ 北林　健治 都城工業高校 885-0084 都城市五十町2400 0986-22-4349

柔道 山元　健嗣 延岡工業高校 882-0863 延岡市緑ヶ丘1-8-1 0982-33-3323

剣道 嶋岡　満幸 宮崎大宮高校 880-0056 宮崎市神宮東1-3-10 0985-22-5191

相撲 登　　龍一 鵬翔高校 880-0916 宮崎市大字恒久4336 0985-52-2020

弓道 髙塚　　究 佐土原高校 880-0211 宮崎市佐土原町大字下田島21567 0985-73-5657

卓球 〇 藤井　　健 都城商業高校 885-0053 都城市上東町31-25 0986-22-1758

テニス 柴　　知数 佐土原高校 880-0211 宮崎市佐土原町大字下田島21567 0985-73-5657

ソフトテニス 黒木　章宏 日南高校 889-2533 日南市大字星倉5800 0987-25-1669

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 山内　　勉 佐土原高校 880-0211 宮崎市佐土原町大字下田島21567 0985-73-5657

ソフトボール 〇 桑畑　佳文 延岡商業高校 882-0007 延岡市桜ヶ丘3-7122 0982-32-6348

登山 〇 下村　真一 宮崎西高校 880-0951 宮崎市大塚町柳ヶ迫3975-2 0985-48-1021

ﾚｽﾘﾝｸﾞ 濵上　　稔 宮崎工業高校 880-8567 宮崎市天満町9-1 0985-51-7231

ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ 長嶺　秀昭 日章学園高校 880-0125 宮崎市広原836 0985-39-1321

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 内之倉　和彦 小林高校 886-8505 小林市真方124 0984-23-4164

空手道 村上　貴志 宮崎工業高校 880-8567 宮崎市天満町9-1 0985-51-7231

ﾖｯﾄ 廣池　達哉 宮崎海洋高校 880-0856 宮崎市日の出町１ 0985-22-4115

自転車競技 大庭　伸也 都城工業高校 885-0084 都城市五十町2400 0986-22-4349

ボート 柴田　友輔 高鍋高校 884-0002 児湯郡高鍋町大字北高鍋4262 0983-23-0005

ホッケー 〇 岩田　慎二 門川高校 889-0611 東臼杵郡門川町大字門川尾末2680 0982-63-1336

ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 濵上　紀子 宮崎南高校 880-0926 宮崎市月見ヶ丘5-2-1 0985-51-2314

アーチェリー

なぎなた 井上　智恵子 鵬翔高校 880-0916 宮崎市大字恒久4336 0985-52-2020

カヌー 阿部　祥子 宮崎商業高校 880-0023 宮崎市和知川原3-24 0985-22-8218

少林寺拳法 〇 西川　和弘 延岡工業高校 882-0863 延岡市緑ヶ丘1-8-1 0982-33-3323

ライフル射撃

軟式野球

馬術 諸冨　恒一郎 宮崎大宮高校 880-0056 宮崎市神宮東1-3-10 0985-22-5191

ダンス

ｽｷｰ・ｽｹｰﾄ

研究 日野　譲士 富島高校 883-0052 日向市鶴町3丁目1番43号 0982-52-2158

0987-25-1107日南市大字板敷410

圖師　正敏 延岡商業高校 882-0007 延岡市桜ヶ丘3-7122 0982-32-6348

097-543-1551大分市新春日町２－１－１

川崎　真琴 日南振徳高校 889-2532

大
　
　
　
分

今村　　修 宮崎北高校 880-0124 宮崎市大字新名爪4567 0985-39-1288

押田　　武 大分西高校 870-8560

宮
　
　
　
崎

　　平成２８年度　　各県競技専門委員長一覧（県別）



県名 競技専門部名
九州

委員長
氏　名 所属校 〒 所属校所在地 所属校電話番号

陸上競技

駅伝

水泳競技

水球

飛込

体操

新体操

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞ-ﾙ 小園　裕之 鹿児島純心女子高校 890-8522 鹿児島市唐湊4丁目22-2 099-254-4121

ﾊﾞﾚ-ﾎﾞ-ﾙ 茶圓　孝一 鹿児島城西高校 899-2593 日置市伊集院町清藤1938 099-273-1234

ｻｯｶ- 鳥越　美智人 隼人工業高校 899-5106 霧島市隼人町内山田1丁目6-20 0995-42-0023

ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 〇 上村　　誠 鹿児島玉龍高校 892-0806 鹿児島市池之上町20-57 099-247-7161

ﾊﾝﾄﾞﾎﾞ-ﾙ 庄屋　亮二 鹿児島南高校 891-0116 鹿児島市谷山中央8丁目4-1 099-268-2255

柔道 田原　幸一 明桜館高校 891-1105 鹿児島市郡山町100 099-298-4124

剣道 横山　謙二 鹿児島工業高校 890-0041 鹿児島市草牟田2丁目57-1 099-222-9205

相撲 〇 禧久　昭広 鹿児島商業高校 892-0863 鹿児島市西坂元町58-1 099-247-7171

弓道 〇 大倉　一也 鶴丸高校 890-8502 鹿児島市薬師２－１－１ 099-251-7387

卓球 北　　正博 出水商業高校 899-０１３１ 出水市明神町２００ 0996-67-1069

テニス 藺牟田　圭 鳳凰高校 897-1121 南さつま市加世田唐仁原1202 0993-53-3633

ソフトテニス 平岡　　修 鹿児島工業高校 890-0041 鹿児島市草牟田2丁目57-1 099-222-9205

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 壱崎　和彦 鹿児島高校 890-0042 鹿児島市薬師1-21-9 099-255-3211

ソフトボール 有川　宗伸 鹿児島工業高校 890-0041 鹿児島市草牟田2丁目57-1 099-222-9205

登山 鉾谷　寿一 鶴丸高校 890-8502 鹿児島市薬師２－１－１ 099-251-7387

ﾚｽﾘﾝｸﾞ 谷山　　祐治 古仁屋高校 894-1508 大島郡瀬戸内町古仁屋399-1 0997-72-0034

ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ 〇 竹ノ脇　智秋 出水工業高校 899-0214 出水市五万石町358 0996-62-0010

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 伊藤　智人 薩摩中央高校 895-1811 薩摩郡さつま町虎居1900 0996-53-1207

空手道 城ヶ崎　尚之 国分高校 899-4332 霧島市国分中央2丁目8-1 0995-46-0001

ﾖｯﾄ 〇 樋渡　洋一 鹿児島商業高校 892-0863 鹿児島市西坂元町58-1 099-247-7171

自転車競技 荒木　就平 南大隅高校 893-2501 肝属郡根占町川北413 0994-24-3155

ボート 又木　一弘 川内商工高校 895-0012 薩摩川内市平佐町1835 0996-25-2554

ホッケー 原口　淳一 川薩清修館高校 895-1401 薩摩川内市入佐町副田5961 0996-44-5020

ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 下野　淳弘 川内商工高校 895-0012 薩摩川内市平佐町1835 0996-25-2554

アーチェリー 重森　剛幸 鹿児島工業高校 890-0041 鹿児島市草牟田2丁目57-1 099-222-9205

なぎなた 髙山　裕司 川辺高校 897-0221 南九州市川辺町田部田4150 0993-56-1151

カヌー 岩元　はるみ 鹿屋農業高校 893-0014 鹿屋市寿2丁目17-5 0994-42-5191

少林寺拳法 西園　芳文 鹿児島城西高校 899-2593 日置市伊集院町清藤1938 099-273-1234

ライフル射撃

軟式野球

馬術

ダンス 城ヶ﨑　祥子 鶴丸高校 890-8502 鹿児島市薬師２－１－１ 099-251-7387

ｽｷｰ・ｽｹｰﾄ

研究 石井　隆盛 錦江湾高校 891-0133 鹿児島市平川町4047 099-261-2121

陸上競技 吉永 安二 浦添工業高校 901-2111 浦添市経塚1-1-1 098-879-5992

駅伝

水泳競技 大城　敏裕 那覇高校 900-0014 那覇市松尾１－２１－４４ 098-867-1623

水球

飛込

体操 仲里　正和 南風原高校 901-1117 南風原町字津嘉山1140 0980-889-4618

新体操

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞ-ﾙ 新垣　　隆 那覇高校 900-0014 那覇市松尾１－２１－４４ 098-867-1623

ﾊﾞﾚ-ﾎﾞ-ﾙ 東風平　和成 具志川商業高校 904-2215 うるま市みどり町6-10-1 098-972-7140

ｻｯｶ- 宮里　和宏 宜野湾高校 901-2224 宜野湾市真志喜2-25-1 098-897-1020

ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 宮城　　剛 名護高校 905-0018 名護市大西5-17-1 0980-52-2615

ﾊﾝﾄﾞﾎﾞ-ﾙ 仲本  　淳 球陽高校 904-0035 沖縄市南桃原1-10-1 098-933-9301

柔道 宮城　　傑 那覇西高校 901-0155 那覇市金城3-5-1 098-858-8274

剣道 大浦　　勲 小禄高校 903-0816 那覇市鏡原町22-1 098-857-0481

相撲 小濱　　寿 中部農林高校 904-2213 うるま市字田場1570 098-973-3578

弓道 玉城　　辰 豊見城高校 901-0201 豊見城市真玉橋217 098-850-5551

卓球 垣花　篤 コザ高校 904-0011 沖縄市照屋5-5-1 098-937-3563

テニス 齊藤　　憲 向陽高校 901-0511 八重瀬町港川150 098-858-8274

ソフトテニス 東　　竜一郎 辺土名高校 905-1304 大宜味村字饒波2015 0980-44-3103

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 下地　敏彦 沖縄工業高校 902-0062 那覇市松川3-20-1 098-832-3831

ソフトボール 渡口　竜次 具志川高校 904-2236 うるま市字喜仲3-28-1 098-973-1213

登山

ﾚｽﾘﾝｸﾞ 伊計　孫実 南風原高校 901-1117 南風原町字津嘉山1140 0980-889-4618

ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ 長濱　志保 那覇西高校 901-0155 那覇市金城3-5-1 098-858-8274

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 照屋　智康 南部工業高校 901-0402 八重瀬町字富盛1338 098-998-2313

空手道 松田　弘樹 陽明高校 901-2113 浦添市大平488 098-879-3062

ﾖｯﾄ 阿波連　本周 知念高校 901-1303 与那原町字与那原１１ 098-946-2207

自転車競技 島田　芳之 浦添商業高校 901-2132 浦添市伊祖3-11-1 098-8775844

ボート 一島　雅士 具志川高校 904-2236 うるま市字喜仲3-28-1 098-973-1213

ホッケー

ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 竹島　恵美子 具志川高校 904-2236 うるま市字喜仲3-28-1 098-973-1213

アーチェリー 安谷屋　仁 宜野湾高校 901-2224 宜野湾市真志喜2-25-1 098-897-1020

なぎなた 瀬長　睦子 知念高校 901-1303 与那原町字与那原１１ 098-946-2207

カヌー 平良　祐喜 沖縄水産高校 901-0305 糸満市西崎1-1-1 098-994-3483

少林寺拳法

ライフル射撃

軟式野球

馬術

ダンス

ｽｷｰ・ｽｹｰﾄ

研究 上里　弘美 泊高校 900-0012 那覇市泊3-19-2 098-868-8246

ゴルフ 渡久地　正博 宜野湾高校 901-2224 宜野湾市真志喜2-25-1 098-897-1020

ボウリング 小山　正樹 美里工業高校 904-2172 沖縄市泡瀬5-42-2 098-937-5848

小川　大人 ラ・サール高校 891-0192 鹿児島市小松原2丁目10-1 099-268-3121

平田　直樹 甲南高校 890-0052 鹿児島市上之園町23-1 099-254-0175

田代　春樹 鹿屋高校 893-0016 鹿屋市白崎町13-1 0994-42-4145

　　平成２８年度　　各県競技専門委員長一覧（県別）
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