
県番 県名
競技
番号

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

2 佐賀 1 陸上競技 　北村　健 鹿島高校 ８４９－１３１１ 鹿島市高津原４６２ ０９５４－６２－４１３６

陸上競技 ○ 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ー０５９５ 雲仙市小浜町北野６２３ ０９５７－７４－４１１４

陸上競技 ○

駅伝

5 大分 1 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

陸上競技

駅伝

陸上競技

駅伝

8 沖縄 1 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

県番 県名
競技
番号

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

水泳競技

水球

飛込

2 佐賀 2 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

3 長崎 2 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

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

水泳競技

水球

飛込

水泳競技

水球

7 鹿児島 2 水泳競技 平田　直樹 甲南高校 ８９０－００５２ 鹿児島市上之園町23-1 ０９９－２５４－０１７５

8 沖縄 2 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

県番 県名
競技
番号

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

体操

新体操

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

3 長崎 3 体操 ○ 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

4 熊本 3 体操 安藤　博明 球磨商業高校 ８６８－０３０３ 球磨郡錦町西１９２ ０９６６－３８－２０５２

体操

新体操

体操

新体操

7 鹿児島 3 体操 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

8 沖縄 3 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

平成２８年度　各県高体連競技専門委員長（競技別）

1 福岡 1 平川　　収 春日高校 ８１６－０８１１ 春日市春日公園5-17 ０９２－５７４－１５１１

８９３－００１６

1 福岡

3 長崎 1

4 熊本 1

6 宮崎 1 今村　　修 宮崎北高校

2 小川　純一 福大若葉高校 福岡市中央区荒戸3-4-62 ０９２ー７７１ー１９８１８１０ー００６２

5 大分 2 安部　憲毅 別府青山高校 ８７４－０９０３ 別府市野口原3088-91 ０９７７－２２－３１４１

6 宮崎 2 川崎　真琴 日南振徳高校 ８８９－２５３２ 日南市大字板敷410 ０９７８－２５－１１０７

2 佐賀 3

1 福岡 3

押田　　武 大分西高校

８２２－１４０５ 田川郡香春町中津原2055-1 ０９４７－４４－１１３１福元　久雄 田川高校

０９８２－３２－６３４８

８７０－８５６０ 大分市新春日町２－１－１ ０９７－５４３－１５５１

6 宮崎 3 圖師　正敏 延岡商業高校

7 鹿児島 1 田代　春樹 鹿屋高校

延岡市桜ヶ丘3-7122８８２－０００７

5 大分 3

鹿屋市白崎町13-1 ０９９４－４２－４１４５

　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

８８０－０１２４ 宮崎市大字新名爪4567 ０９８５ー３９ー１２８８



平成２８年度　各県高体連競技専門委員長（競技別）

県番 県名
競技
番号

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

1 福岡 4 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ ○ 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

2 佐賀 4 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 福島　啓視 鳥栖工業高校 ８４１－００５１ 鳥栖市元町1918 ０９４２－８３－４１３４

3 長崎 4 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 田中　耕二 島原高校 ８５５－００３６ 島原市城内2丁目1130 ０９５７－６３－７１００

4 熊本 4 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 前田　啓志 大津高校 ８６９－１２３３ 菊池郡大津町大津１３４０ ０９６－２９３－２７５１

5 大分 4 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 福山　浩史 臼杵高校 ８７５－００４２ 臼杵市大字海添2521 ０９７２－６２－５１４５

6 宮崎 4 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 齊賀　哲也 延岡高校 ８８２－０８３７ 延岡市古城町3-233 ０９８２－３２－５３３１

7 鹿児島 4 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 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

8 沖縄 4 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 新垣　　隆 那覇高校 ９００－００１４ 那覇市松尾１－２１－４４ ０９８－８６７－１６２３

県番 県名
競技
番号

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

1 福岡 5 バレーボール ○ 坂本　哲郎 筑豊高校 ８２２－０００２ 直方市大字頓野4019-2 ０９４９－２６－０３２４

2 佐賀 5 バレーボール 瀬戸　隆英 武雄高校 ８４３－００２２ 武雄市武雄町武雄５５４０－２ ０９５４－２２－３１０２

3 長崎 5 バレーボール 山口　郁彦 佐世保北高校 ８５７－００２８ 佐世保市八幡町6-31 ０９５６－２２－５５２０

4 熊本 5 バレーボール 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

5 大分 5 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

6 宮崎 5 バレーボール 金丸　真也 都城工業高校 ８８５－００８４ 都城市五十町2400 ０９８６－２２－４３４９

7 鹿児島 5 バレーボール 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

8 沖縄 5 バレーボール 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

県番 県名
競技
番号

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

1 福岡 6 サッカー 古川　　淳 伝習館高校 ８３２－００４５ 柳川市本町142 ０９４４－７３－３１１６

2 佐賀 6 サッカー 田中　哲也 小城高校 ８４５－０００１ 小城市小城町１７６ ０９５２－７３－２２９５

3 長崎 6 サッカー 渡邉　　健 猶興館高校 ８５９－５１２１ 平戸市岩の上町1443 ０９５０－２２３１１７

4 熊本 6 サッカー 新生　恒治 阿蘇中央高校 ８６９－２６１２ 阿蘇市宮地2460 ０９６７－２２－００７０

5 大分 6 サッカー ○ 友成　義朗 大分工業高校 ８７０－０９４８ 大分市芳河原台１２－１ ０９７－５６８－７３２２

6 宮崎 6 サッカー 都甲　尚生 延岡高校 ８８２－０８３７ 延岡市古城町3-233 ０９８２－３２－５３３１

7 鹿児島 6 サッカー 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

8 沖縄 6 サッカー 宮里  和宏 宜野湾高校 ９０１－２２２４ 宜野湾市真志喜2-25-1 ０９８－８９７－１０２０

県番 県名
競技
番号

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

1 福岡 7 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

2 佐賀 7 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

3 長崎 7 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

4 熊本 7 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

5 大分 7 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 江藤　　賢 大分舞鶴高校 ８７０－０９３８ 大分市今津留1-19-1 ０９７－５５８－２２６８

6 宮崎 7 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

7 鹿児島 7 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ ○ 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

8 沖縄 7 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



平成２８年度　各県高体連競技専門委員長（競技別）

県番 県名
競技
番号

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

1 福岡 8 ハンドボール 稲永　貴仁 新宮高校 ８１１－０１１５ 糟屋郡新宮町緑ヶ浜1-12-1 ０９２－９６２－２９３５

2 佐賀 8 ハンドボール 船津　久和 佐賀清和高校 ８４９－０９１９ 佐賀市兵庫北2-14-1 ０９５２－３７－５４００

3 長崎 8 ハンドボール 松下　達喜 佐世保西高校 ８５７－０１３６ 佐世保市田原町130-1 ０９５６－４９－２５２８

4 熊本 8 ハンドボール ○ 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

5 大分 8 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

6 宮崎 8 ハンドボール 北林　健治 都城工業高校 ８８５－００８４ 都城市五十町2400 ０９８６－２２－４３４９

7 鹿児島 8 ハンドボール 庄屋　亮二 鹿児島南高校 ８９９－０１４１ 鹿児島市谷山中央8-4-1 ０９９－２６８－２２５５

8 沖縄 8 ハンドボール 仲本　　淳 球陽高校 ９０４－００３５ 沖縄市南桃原1-10-1 ０９８－９３３－９３０１

県番 県名
競技
番号

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

1 福岡 9 柔道 礒部　喜昭 青豊高校 ８２８－００２８ 豊前市青豊3-1 ０９７９－８２－２１０５

2 佐賀 9 柔道 ○ 相良　尚武 杵島商業高校 ８４９－２１０１ 杵島郡大町町大字大町２０３９ ０９５２－８２－３２４１

3 長崎 9 柔道 藤田　洋介 長崎商業高校 ８５２－８１５７ 長崎市泉町1125 ０９５－８８７－１５１１

4 熊本 9 柔道 髙山　廣茂 人吉高校 ８６８－８５１１ 人吉市北泉田町350 ０９６６－２２－２２６１

5 大分 9 柔道 田川　晋治 高田高校 ８７９－０６０６ 豊後高田市玉津1834-1 ０９７８－２２－３１４５

6 宮崎 9 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

7 鹿児島 9 柔道 田原　幸一 明桜館高校 ８９１－１１０５ 鹿児島市郡山町100 ０９９－２９８－４１２４

8 沖縄 9 柔道 宮城　　傑 那覇西高校 ９０１－０１５５ 那覇市金城3-5-1 ０９８－８５８－８２７４

県番 県名
競技
番号

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

1 福岡 10 剣道 橋本  信之 明善高校 ８３０ー００２２ 久留米市城南町9-1 ０９４２ー３２ー５２４１

2 佐賀 10 剣道 井手　信夫 小城高校 ８４５－０００１ 小城市小城町176 ０９５２－７３－２２９５

3 長崎 10 剣道 ○ 鹿取　　満 長崎東高校 ８５０－０００７ 長崎市立山５－１３－１ ０９５－８２６－５２８１

4 熊本 10 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

5 大分 10 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

6 宮崎 10 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

7 鹿児島 10 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

8 沖縄 10 剣道 大浦　　勲 小禄高校 ９０３－０８１６ 那覇市鏡原町22-1 ０９８－８５７－０４８１

県番 県名
競技
番号

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

1 福岡 11 相撲 南　　　博 新宮高校 ８１１－０１１５ 糟屋郡新宮町緑ヶ浜1-12-1 ０９２－９６２－２９３５

2 佐賀 11 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

3 長崎 11 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

4 熊本 11 相撲 本田　浩二 文徳高校 ８６０－００８２ 熊本市西区池田四丁目２２－２ ０９６－３５４－６４１６

5 大分 11 相撲 坂本　昭文 日田林工高校 ８７７－００８３ 日田市吹上町30 ０９７３－２２－５１７１

6 宮崎 11 相撲 登　　龍一 鵬翔高校 ８８０－０９１６ 宮崎市恒久4336 ０９８５－５２ー２０２０

7 鹿児島 11 相撲 ○ 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

8 沖縄 11 相撲 小濱　　寿 中部農林高校 ９０４－２２１３ うるま市字田場1570 ０９８－９７３－３５７８



平成２８年度　各県高体連競技専門委員長（競技別）

県番 県名
競技
番号

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

1 福岡 12 弓道 椋田　孝行 青豊高校 ８２８－００２８ 豊前市青豊3-1 ０９７９－８２－２１０５

2 佐賀 12 弓道 藤　　貴雄 武雄高校 ８４３－００２２ 武雄市武雄町武雄５５４０－２ ０９５４－２２－３１０２

3 長崎 12 弓道 堀部　修一 島原高校 ８５５－００３６ 島原市城内2丁目1130 ０９５７－６３－７１００

4 熊本 12 弓道 富田　満秋 鹿本高校 ８６１－０５３２ 山鹿市鹿校通３－５－１ ０９６８－４４－５１０１

5 大分 12 弓道 津崎　　誠 杵築高校 ８７３－００１４ 杵築市本庄2739 ０９７８－６２－２０３７

6 宮崎 12 弓道 高塚　　究 佐土原高校 ８８０－０２１１ 宮崎市佐土原町大字下田島21567 ０９８５－７３－５６５７

7 鹿児島 12 弓道 ○ 大倉　一也 鶴丸高校 ８９０－８５０２ 鹿児島市薬師２－１－１ ０９９－２５１－７３８７

8 沖縄 12 弓道 玉城 　 辰 豊見城高校 ９０１－０２０１ 豊見城市真玉橋217 ０９８－８５０－５５５１

県番 県名
競技
番号

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

1 福岡 13 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

2 佐賀 13 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

3 長崎 13 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

4 熊本 13 卓球 浦野　誠也 翔陽高校 ８６９－１２３５ 菊池郡大津町室１７８２ ０９６－２９３－２０５５

5 大分 13 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

6 宮崎 13 卓球 ○ 藤井　　健 都城商業高校 ８８５－００５３ 都城市上東町31-25 ０９８６－２２－１７５８

7 鹿児島 13 卓球 北　　正博 出水商業高校 ８９９－０１３１ 出水市明神町２００ ０９９６－６７－１０６９

8 沖縄 13 卓球 垣花　篤 コザ高校 ９０４－００１１ 沖縄市照屋5-5-1 ０９８－９３７－３５６３

県番 県名
競技
番号

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

1 福岡 14 テニス 木原　春光 福大若葉高校 ８１０－００６２ 福岡市中央区荒戸3-4-62 ０９２－７７１－１０８１

2 佐賀 14 テニス 小林　正雄 唐津東高校 ８４７－００２２ 唐津市鏡３１６４－１ ０９５２－３３－０４０１

3 長崎 14 テニス ○ 梅津　隆行 西陵高校 ８５９－０４０１ 諫早市多良見町化屋1387-2 ０９５７－４３－４１５４

4 熊本 14 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

5 大分 14 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

6 宮崎 14 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

7 鹿児島 14 テニス 藺牟田　圭 鳳凰高校 ８９７－１１２１ 南さつま志加世田唐仁原1202 ０９９３－５３－３６３３

8 沖縄 14 テニス 齋藤　　憲 向陽高校 ９０１－０５１１ 八重瀬町港川150 ０９８－９９８－９３２４

県番 県名
競技
番号

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

1 福岡 15 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

2 佐賀 15 ソフトテニス 森田　保也 唐津東高校 ８４７－００２２ 唐津市鏡３１６４－１ ０９５２－３３－０４０１

3 長崎 15 ソフトテニス ○ 大槻　範和 長崎工業高校 ８５２－８０５２ 長崎市岩屋町41-22 ０９５－８５６－０１１５

4 熊本 15 ソフトテニス 谷脇　　晋 天草高校 ８６３－０００３ 天草市本渡町本渡５５７ ０９６９－２３－５５３３

5 大分 15 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

6 宮崎 15 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

7 鹿児島 15 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

8 沖縄 15 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



平成２８年度　各県高体連競技専門委員長（競技別）

県番 県名
競技
番号

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

1 福岡 16 バドミントン ○ 明神　憲一 九州国際大付高校 ８０５－０００２ 北九州市八幡東区枝光5-9-1 ０９３－６７１－８４４８

2 佐賀 16 バドミントン 末次　孝文 唐津工業高校 ８４７－０８３２ 唐津市石志中ノ尾３０７２ ０９５５－７８－１１５５

3 長崎 16 バドミントン 中尾　勘治 長崎明誠高校 ８５１－３１０１ 長崎市西海町1854 ０９５－８８４－２５４３

4 熊本 16 バドミントン 権藤　浩二 八代東高校 ８６６－０８６６ 八代市鷹辻町4-2 ０９６５－３３－１６００

5 大分 16 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 ０９７７－２１－０１１０

6 宮崎 16 バドミントン 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

7 鹿児島 16 バドミントン 壱崎　和彦 鹿児島高校 ８９０－００４２ 鹿児島市薬師1-21-9 ０９９－２５５－３２１１

8 沖縄 16 バドミントン 下地　敏彦 沖縄工業高校 ９０２－００６２ 那覇市松川3-20-1 ０９８－８３２－３８３１

県番 県名
競技
番号

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

1 福岡 17 ソフトボール 粂本　　健 福大若葉高校 ８１０－００６２ 福岡市中央区荒戸3-4-62 ０９２－７７１－１０８１

2 佐賀 17 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

3 長崎 17 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 ０９５８－８８７－１５１１

4 熊本 17 ソフトボール 浦上　智行 八代工業高校 ８６６－００８２ 八代市大福時町473 ０９６５－３３－２６６３

5 大分 17 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

6 宮崎 17 ソフトボール ○ 桑畑　佳文 延岡商業高校 ８８２－０００７ 延岡市桜ヶ丘3-7122 ０９８２－３２－６３４８

7 鹿児島 17 ソフトボール 有川　宗信 鹿児島工業高校 ８９０－００４１ 鹿児島市草牟田2丁目５７－１ ０９９－２２２－９２０５

8 沖縄 17 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

県番 県名
競技
番号

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

1 福岡 18 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

2 佐賀 18 登山 武末　良樹 鳥栖工業高校 ８４１－００５１ 鳥栖市元町１９１８　　　　　　 ０９４２－８３－４１３４

3 長崎 18 登山 光富  英輔 大村高校 ８５６－０８３５ 大村市久原１－５９１ ０９５７－５２－２６６０

4 熊本 18 登山 濱近　大輔 人吉高校 ８６８－８５１１ 人吉市北泉田町３５０番地 ０９６６－２２－２２６１

5 大分 18 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

6 宮崎 18 登山 ○ 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

7 鹿児島 18 登山 鉾谷　寿一 鶴丸高校 ８９０－８５０２ 鹿児島市薬師２－１－１ ０９９－２５１－７３８７

8 沖縄 18 登山

県番 県名
競技
番号

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

1 福岡 19 レスリング 中野　智之 東鷹高校 ８２５－０００２ 田川市伊田2362-3 ０９４７－４４－３０１５

2 佐賀 19 レスリング 松尾　秀二 鹿島実業高校 ８４９－１３１１ 鹿島市高津原５３９ ０９５４－６３－３１２６

3 長崎 19 レスリング ○ 喜多　龍昭 島原高校 ８５５－００３６ 島原市城内2丁目1130 ０９５７－６３－７１００

4 熊本 19 レスリング 矢山　裕明 北稜高校 ８６５－００６１ 玉名市立願寺２４７ ０９６８－７３－２１２３

5 大分 19 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

6 宮崎 19 レスリング 濱上　　稔 宮崎工業高校 ８８０－８５６７ 宮崎市天満町9-1 ０９８５－５１－７２３２

7 鹿児島 19 レスリング 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

8 沖縄 19 レスリング 伊計　孫実 南風原高校 ９０１－１１１７ 南風原町字津嘉山1140 ０９８－８８９－４６１８



平成２８年度　各県高体連競技専門委員長（競技別）

県番 県名
競技
番号

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

1 福岡 20 ボクシング 柴田　裕史 太宰府航行高校 ８１８－０１２２ 太宰府市高雄3-4114 ０９２－９２１－４００１

2 佐賀 20 ボクシング 前田　真一 高志館高校 ８４０－０２０１ 佐賀市大和町尼寺１６９８ ０９５２－６２－１３３１

3 長崎 20 ボクシング 柳本　　昭 小浜高校 ８５４－０５９５ 雲仙史小浜町北野623 ０９５７－７４－４１１４

4 熊本 20 ボクシング 吉岡　　亨 城北高校 ８６１－０５４２ 山鹿市志々岐７９８番地 ０９６８－４４－８１１１

5 大分 20 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

6 宮崎 20 ボクシング 長嶺　秀昭 日章学園高校 ８８０－０１２５ 宮崎市広原836 ０９８５－３９－１３２１

7 鹿児島 20 ボクシング ○ 竹ノ脇　智秋 出水工業高校 ８９９－０２１４ 出水市五万石町358 ０９９６－６２－００１０

8 沖縄 20 ボクシング 長濱　志保 那覇西高校 ９０１－０１５５ 那覇市金城3-5-1 ０９８－８５８－８２７４

県番 県名
競技
番号

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

1 福岡 21 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

2 佐賀 21 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 千代田宏志 有田工業高校 ８４４－００１２ 西松浦郡有田町中部乙２９０２ ０９５５－４２－３１３６

3 長崎 21 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

4 熊本 21 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ー５ー１５ ０９６－３２９－３７１１

5 大分 21 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ ○ 寺岡　陽一 国東高校 ８７３－０５０３ 国東市国東町大字鶴川1974 ０９７８－７２－１３２５

6 宮崎 21 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 内之倉和彦 小林高校 ８８６－８５０５ 小林市大字曲田24 ０９８４－２３－４１６４

7 鹿児島 21 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

8 沖縄 21 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 照屋　智康 南部工高校 ９０１－０４０２ 八重瀬町字富盛1338 ０９８－９９８－２３１３

県番 県名
競技
番号

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

1 福岡 22 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

2 佐賀 22 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

3 長崎 22 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

4 熊本 22 空手道 西田　  浩 熊本商業高校 ８６２－０９５４ 熊本市中央区神水１－１－２ ０９６－３８４－１５５１

5 大分 22 空手道 樋口　　学 杵築高校 ８７３－００１４ 杵築市本庄2379 ０９７８－６２－２０３７

6 宮崎 22 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

7 鹿児島 22 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

8 沖縄 22 空手道 松田　弘樹 陽明高校 ９０１－２１１３ 浦添市大平488 ０９８－８７９－３０６２

県番 県名
競技
番号

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

1 福岡 23 ヨット 金川　文雄 修猷館高校 ８１４－８５０１ 福岡市早良区西新6-1-10 ０９２－８２１－０７３３

2 佐賀 23 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

3 長崎 23 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

4 熊本 23 ヨット 長尾　圭祐 宇土高校 ８６９－０４５４ 宇土市古城町６３ ０９６４－２２－００４３

5 大分 23 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

6 宮崎 23 ヨット 廣池　達哉 宮崎海洋高校 ８８０－０８５６ 宮崎市日ノ出町1 ０９８５－２２－４１１５

7 鹿児島 23 ヨット ○ 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

8 沖縄 23 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



平成２８年度　各県高体連競技専門委員長（競技別）

県番 県名
競技
番号

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

1 福岡 24 自転車競技 ○ 月成　憲一 祐誠高校 ８３０－００５２ 久留米市上津町2192 ０９４２－２２－１２３８

2 佐賀 24 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

3 長崎 24 自転車競技 馬場　秀明 鹿町工業高校 ８５９－６１４５ 北松浦郡鹿町町土肥ノ浦免１１０ ０９５６－６５－２６１１

4 熊本 24 自転車競技 中田　将次 千原台高校 ８６０－００７３ 熊本市西区島崎二丁目３７－１ ０９６－３５５－７２６１

5 大分 24 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

6 宮崎 24 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

7 鹿児島 24 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

8 沖縄 24 自転車競技 島田　芳之 浦添商業高校 ９０１－２１３２ 浦添市伊祖3-11-1 ０９８－８７７－５８４４

県番 県名
競技
番号

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

1 福岡 25 アーチェリー ○ 千代丸雄晴 柏陵高校 ８１１－１３５３ 福岡市南区柏原4-47-1 ０９２－５６６－３２３２

2 佐賀 25 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

3 長崎 25 アーチェリー 藤原  真也 諌早東高校 ８５４－０２０５ 諫早市森山町森山杉谷３１７ ０９５７－３６－１０１０

4 熊本 25 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

5 大分 25 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

6 宮崎 25 アーチェリー

7 鹿児島 25 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

8 沖縄 25 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

県番 県名
競技
番号

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

1 福岡 26 ホッケー

2 佐賀 26 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

3 長崎 26 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

4 熊本 26 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

5 大分 26 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

6 宮崎 26 ホッケー ○ 岩田  慎二 門川高等学校 ８８９－０６１１ 門川町大字門川尾末2680 ０９８２－６３－１３３６

7 鹿児島 26 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

8 沖縄 26 ホッケー

県番 県名
競技
番号

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

1 福岡 27 フェンシング 野元伸一郎 玄海高校 ８１１－３１１４ 古賀市舞の里3-6-1 ０９２－９４４－２７３５

2 佐賀 27 フェンシング 野本　尚子 佐賀商業高校 ８４０－０８０４ 佐賀市神野東４－１２－４０ ０９５２－３０－８５７１

3 長崎 27 フェンシング ○ 平　康太郎 長崎工業高校 ８５２－８０５２ 長崎市岩屋町41-22 ０９５－８５６－０１１５

4 熊本 27 フェンシング 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

5 大分 27 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

6 宮崎 27 フェンシング 濵上　紀子 宮崎南高校 ８８０－０９２６ 宮崎市月見ヶ丘5-2-1 ０９８５－５１－２３１４

7 鹿児島 27 フェンシング 下野　敦弘 川内商工高校 ８９５－００１２ 薩摩川内市平佐町1835 ０９９６－２５－２５５４

8 沖縄 27 フェンシング 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



平成２８年度　各県高体連競技専門委員長（競技別）

県番 県名
競技
番号

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

1 福岡 28 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

2 佐賀 28 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

3 長崎 28 ボート ○ 植田　京子 大村高校 ８５６－０８３５ 大村市久原１丁目５９１ ０９５７－５２－２６６０

4 熊本 28 ボート 岩下　　強 菊地女子高校 ８６１－１３３１ 菊池市大字隈府１０８１ ０９６８－２５－３０３２

5 大分 28 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

6 宮崎 28 ボート 柴田　友輔 高鍋高校 ８８４－０００２ 高鍋町大字北高鍋4262 ０９８３－２３－０００５

7 鹿児島 28 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

8 沖縄 28 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

県番 県名
競技
番号

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

1 福岡 29 なぎなた ○ 矢野　陽子 福岡常葉高校 ８１８－００２５ 筑紫野市筑紫901 ０９２－９２６－０７３１

2 佐賀 29 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

3 長崎 29 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

4 熊本 29 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ー５ー１５ ０９６－３２９－３７１１

5 大分 29 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

6 宮崎 29 なぎなた 井上智恵子 鵬翔高校 ８８０－０９１６ 宮崎市恒久4336 ０９８５－５２－２０２０

7 鹿児島 29 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

8 沖縄 29 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

県番 県名
競技
番号

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

1 福岡 30 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

2 佐賀 30 カヌー 宇木　浩二 鳥栖工業高校 ８４１－００５１ 鳥栖市元町1918 ０９４２－８３－４１３４

3 長崎 30 カヌー ○ 西川　和昭 長崎鶴洋高校 ８５０－０９９１ 長崎市末石市１５７－１ ０９５－８７１－５６７７

4 熊本 30 カヌー 大瀬　脩平 人吉高校 ８６８－８５１１ 人吉市北泉田町350 ０９６６－２２－２２６１

5 大分 30 カヌー 高木　宏通 高田高校 ８７９－０６０６ 豊後高田市玉津1834-1 ０９７８－７２－１３２５

6 宮崎 30 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

7 鹿児島 30 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

8 沖縄 30 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

県番 県名
競技
番号

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

1 福岡 31 少林寺拳法 渡邊　弘一 常磐高校 ８０３－０９８５ 北九州市小倉南区志井1936 ０９３－９６１－２３３４

2 佐賀 31 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

3 長崎 31 少林寺拳法

4 熊本 31 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

5 大分 31 少林寺拳法

6 宮崎 31 少林寺拳法 ○ 西川　和弘 延岡工業高校 ８８２－０８６３ 延岡市緑ヶ丘1-8-1 ０９８２－３３－３３２３

7 鹿児島 31 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

8 沖縄 31 少林寺拳法



平成２８年度　各県高体連競技専門委員長（競技別）

県番 県名
競技
番号

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

1 福岡 32 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

2 佐賀 32 研究 安藤　　優 多久高校 ８４６－０００２ 多久市北多久町大字小侍23 ０９５２－７５－３１９１

3 長崎 32 研究 ○ 森山　　悠 佐世保西高校 ８５７－０１３６ 佐世保市田原町130-1 ０９５６－４９－２３０１

4 熊本 32 研究 伊藤　勝之 大津高校 ８６９－１２３３ 菊池郡大津町大津1340 ０９６－２９３－２７５１

5 大分 32 研究 小原　　純 情報科学高校 ８７０－０１２６ 大分市横尾1605 ０９７－５３３－１２１２

6 宮崎 32 研究 日野　譲士 富島高校 ８８３－００５２ 日向市鶴町3丁目1番43号 ０９８２－５２－２１８５

7 鹿児島 32 研究 石井　隆盛 錦江湾高校 ８９１－０１３３ 鹿児島市平川町4047 ０９９－２６１－２１２１

8 沖縄 32 研究 上里  弘美 泊高校 ９００－００１２ 那覇市泊3-19-2 ０９８－８６８－８２４６

県番 県名
競技
番号

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

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

県番 県名
競技
番号

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

3 長崎 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

5 大分 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

県番 県名
競技
番号

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

4 熊本 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

5 大分 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

6 宮崎 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

県番 県名
競技
番号

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

4 熊本 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

7 鹿児島 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

県番 県名
競技
番号

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

5 大分 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

8 沖縄 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

県番 県名
競技
番号

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

8 沖縄 39 ボウリング 小山　正樹 美里工業高校 ９０４－２１２７ 沖縄市泡瀬5-42-2 ０９８－９３７－５８４８

県番 県名
競技
番号

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

4 熊本 40 日本拳法 喪上　　哲 翔陽高校 ８６９－１２３５ 菊池郡大津町室1782 ０９６－２９３－２０５５
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