
役員（主要）

役職 都道府県名 氏名 〒（勤務先） 勤務先住所 勤務先高校名

部長 大阪 山口　彦則 543-0031 大阪市天王寺区石ケ辻町12-16 清風高等学校

副部長 佐賀 坂井　欣吾 841-0051 鳥栖市元町1918 県立鳥栖工業高等学校

副部長 徳島 吉川　敏史 773-0010 小松島市日開野町字高須47-1 県立小松島高等学校

委員長 山梨 多田　聡 400-0064 甲府市下飯田4-1-1 県立甲府西高等学校

副委員長 沖縄 田平　清二 901-0511 島尻郡八重瀬町港川150 県立向陽高等学校

幹事 東京 石橋　一彰 206-0025 多摩市永山5-22 都立永山高等学校

幹事 大阪 上倉　鉄平 596-0012 泉大津市北豊中町1-1-1 府立泉大津高等学校

ブロック常任委員（ブロック代表）

役職 都道府県名 氏名 〒（勤務先） 勤務先住所 勤務先高校名

北海道 北海道 野坂　清隆 003-0809 札幌市白石区菊水９条３丁目 北海道札幌東高等学校

東北 青森県 竹谷　直行 036-8144 弘前市原ヶ平山元１１２－２１ 弘前学院聖愛高等学校

関東 神奈川 西村　雅一 221-0854 横浜市神奈川区三ツ沢南町１－１ 県立横浜翠嵐高等学校

北信越 長野 佐治木　範行 381-0022 長野市大豆島2743-1 県立長野東高等学校

東海 愛知 深谷　敏之 472-8639 知立市長篠町大山１８－６ 県立知立東高等学校

近畿 兵庫 友松　正伸 675-1114 加古郡稲美町国安1284-1 県立いなみ野特別支援学校

中国 山口 川本　範幸 751-0826 下関市後田町1-8-1 県立下関南高等学校

四国 愛媛 白石　孝太 791-8604 松山市山西町663 新田高等学校

九州 福岡 福元　久雄 825-0002 田川市大字伊田2362-3 県立東鷹高等高等学校

委員（都道府県代表）

役職 都道府県名 氏名 〒（勤務先） 勤務先住所 勤務先高校名

委員 北海道 野坂　清隆 003-0809 札幌市白石区菊水９条３丁目 北海道札幌東高等学校

委員 青森県 竹谷　直行 036-8144 弘前市原ヶ平山元１１２－２１ 弘前学院聖愛高等学校

委員 岩手 五日市　悌 020-0062 盛岡市長田町7-60 岩手高等学校

委員 宮城 高橋　義憲 989-1621 柴田郡柴田町本船迫字十八津入7-3 柴田高等学校

委員 秋田 千葉　智 016-0851 能代市緑町4-1 能代松陽高等学校

委員 山形 土門　昌弘 998-0842 酒田市亀ヶ崎1-3-60 県立酒田東高等学校

委員 福島 松浦　博人 970-8011 いわき市平片寄字上ノ内１５２ 東日本国際大学附属昌平高校

委員 茨城 尾西　雄一 310-0036 水戸市新荘3-2-28 常磐大学高等学校

委員 栃木 前田　光弘 320-8525 宇都宮市一の沢1-1-41 作新学院高等学校

委員 群馬 島田　利夫 370-0046 高崎市江木町700 県立高崎工業高等学校

委員 埼玉 森　　浩 362-0813 北足立郡伊奈町学園4-1-1 県立伊奈学園総合高等学校

委員 千葉 田中　信嗣 276-0028 八千代市村上727 八千代松陰高等学校

委員 東京男 荻　俊樹 112-0012 文京区大塚5-40-10 日本大学豊山高等学校・中学校

委員 東京女 小田川　惠一 193-0931 八王子市台町4-35-1 八王子学園八王子高等学校

委員 神奈川 川口　浩 211-0042 川崎市中原区下新城1-14-1 県立新城高等学校

委員 山梨 雨宮　智秋 400-0026 甲府市塩部2-7-1 県立甲府工業高等学校

令和　元　年度　　役　　員　　名　　簿



委員 新潟 山田　和弘 950-0948 新潟市中央区女池南3-6-1 県立新潟江南高校

委員 富山 高坂　至 930-0424 中新川郡上市町斉神新444 上市高等学校

委員 石川 矢田　英 922-8510 加賀市大聖寺永町３３－１ 県立大聖寺高等学校

委員 福井 桑野　泰成 916-8510 鯖江市舟津2-5-42 県立鯖江高等学校定時制

委員 長野 佐治木　範行 381-0022 長野市大豆島2743-1 県立長野東高等学校

委員 岐阜 福田　道大 503-0103 大垣市墨俣町上宿465-1 県立大垣桜高等学校

委員 静岡 鈴木　康正 427-8541 島田市阿知ヶ谷２０１ 島田工業高校

委員 愛知 深谷　敏之 472-8639 知立市長篠町大山１８－６ 県立知立東高等学校

委員 三重 伊藤　貴明 514-1138 津市戸木町3569－1 県立久居高等学校

委員 滋賀 池松　和彦 525-0025 草津市西渋川二丁目８－６５ 県立草津東高校

委員 京都 杉山　晋一 610-1146 京都市西京区大原野西境谷町1丁目12-1・2 府立洛西高等学校

委員 大阪 上倉　鉄平 595-0012 泉大津市北豊中町１－１－１ 府立泉大津高等学校

委員 兵庫 友松　正伸 675-1114 加古郡稲美町国安1284-1 県立いなみ野特別支援学校

委員 奈良 西村　　彩 630-8001 奈良市法華寺町1351番地 奈良市立一条高等学校

委員 和歌山 岸本　拓也 641-0036 和歌山市西浜3丁目6番1号 県立和歌山工業高等学校

委員 鳥取 北村　貴宏 689-3541 米子市二本木316-1 米子松蔭高等学校

委員 島根 岸　泳児 699-0492 松江市宍道町宍道１５８６ 県立宍道高等学校

委員 岡山 正本　良行 703-8275 岡山市中区門田屋敷２－２－１６ 山陽女子高等学校

委員 広島 濱田　佳宏 722-2194 尾道市因島重井町5574番地 県立因島高等学校

委員 山口 川本　範幸 751-0826 下関市後田町1-8-1 県立下関南高等学校

委員 徳島 山田　隆弘 772-0002 鳴門市撫養町斎田字岩崎135番地の1 鳴門高等学校

委員 香川 林　晋平 762-0051 坂出市御供所町1-1-2 県立坂出工業高等学校

委員 愛媛 白石　孝太 791-8604 松山市山西町663 新田高等学校

委員 高知 齋藤　寛 783-0006 南国市篠原1590 県立高知東工業高等学校

委員 福岡 福元　久雄 825-0002 田川市大字伊田2362-3 県立東鷹高等高等学校

委員 佐賀 森　啓高 841-0051 鳥栖市元町１９１８番地 県立鳥栖工業高等学校

委員 長崎 中田　宏紀 856-0815 大村市森園町1079-3 県立大村工業高等学校

委員 熊本 田中　孝典 868-0422 球磨郡あさぎり町上北３１０ 県立南稜高等学校

委員 大分 松永　恵子 874-0836 別府市大字鶴見字横打４４３３番地の２ 県立別府鶴見丘高等学校

委員 宮崎 永 野   護 886-8506 小林市水流迫664番地の2 小林秀峰高校

委員 鹿児島 小川　大人 891-0192 鹿児島市小松原2-10-1 ラ・サ-ル高等学校

委員 沖縄 仲里　正和 900-8610 島尻郡南風原町字津嘉山１１４０ 県立南風原高校



技術部員（男子体操競技）

役職 都道府県名 氏名 〒（勤務先） 勤務先住所 勤務先高校名

北海道 北海道 ◎吉田　義経 003-0859 札幌市白石区川北2261番地 北海道札幌白石高等学校

東北 青森 藤原　信之 030-8520 青森市青葉3丁目13番地４０ 青森山田高校

関東 千葉 大竹　秀一 273-0001 船橋市市場4-5-1 船橋市立船橋高校

北信越 福井 田野辺　満 916-8510 鯖江市舟津2-5-42 県立鯖江高校

東海 愛知 西村　隼 453-0031 名古屋市中村区新富町1-3-16 名城大学附属高校

近畿 大阪 藤田　上総 538-0032 大阪市鶴見区安田1-5-49 府立茨田高等学校

中国 岡山 ○藤原　佳市 700-0056 岡山市西崎本町16-1 関西高校

四国 高知 竹内　雅也 780-0956 高知市北端町100 高知中学高等学校

九州 熊本 一村　裕人 862-0971 熊本市中央区大江2-5-1 熊本学園大学付属高等学校

技術部員（女子体操競技）

役職 都道府県名 氏名 〒（勤務先） 勤務先住所 勤務先高校名

北海道 北海道 大橋　英記 004-0004 札幌市厚別区厚別東四条8丁目6-1 北海道札幌啓成高等学校

東北 岩手 佐藤加奈子 025-0053 花巻市中北万丁目288-1 県立花巻南高等学校

関東 神奈川 佐藤百合子 211-0031 川崎市中原区木月大町6-1 法政大学第二高校

北信越 福井 川崎　純子 916-8510 鯖江市舟津町2丁目 5-42 県立鯖江高校

東海 愛知 山口  里江 464-0802 名古屋市千種区星が丘元町13-7 名古屋市立菊里高校

近畿 兵庫 ◎太田　美緒 664-0857 伊丹市行基町４－１ 伊丹市立伊丹高等学校

中国 島根 永井　ひとみ 697-0024 浜田市黒川町3749 県立浜田高校　定時制・通信制

四国 香川 久本　昌美 760-0068 高松市松島町1-14-8 高松中央高校

九州 福岡 ○山下　憲子 867-0063 小郡市三沢5128-1 県立小郡高等学校

技術部員（男子新体操）

役職 都道府県名 氏名 〒（勤務先） 勤務先住所 勤務先高校名

北海道 北海道 小山　翔平 007-0810 札幌市東区東苗穂10条1丁目2-21 北海道札幌東陵高等学校

東北 宮城 本多　和宏 989-2474 岩沼市字朝日５０ 県名取高校

関東 千葉 片岡　哲也 292-0454 君津市青柳４８ 県立君津青葉高等学校

北信越 石川 林　文夫 924-8544 白山市三浦町500-1 県立翠星高等学校

東海 静岡 鈴木　康正 427-0006 島田市阿知ケ谷201 県立島田工業高校

近畿 兵庫 大江　誠 660-0076 尼崎市大島２－３４－１ 県立尼崎西高等学校

中国 鳥取 ◎岡田　幸樹 680-0492 八頭郡久能寺725 県立八頭高校

四国 香川 林　晋平 762-0051 坂出市御供所町1-1-2 県立坂出工業高等学校

九州 熊本 ○清本　大介 838-0106 水俣市洗切町11-1 県立水俣高等学校

技術部員(女子新体操）

役職 都道府県名 氏名 〒（勤務先） 勤務先住所 勤務先高校名

北海道 北海道 小中　亜紀子 065-0015 札幌市東区北１５条東２丁目　 札幌北斗高等学校

東北 秋田 赤坂　芳子 010-0871 秋田市千秋中島町８－１ 県立秋田北高校

関東 群馬 新井　裕子 370-2104 高崎市吉井町馬庭1478-1 県立吉井高校

北信越 富山 ○一瀬　留美子 934-8585 射水市西新湊21-10 県立新湊高校

東海 三重 辻野　麻由 514-0061 津市一身田上津部田1470 県立津東高等学校

近畿 京都 ◎小嵜さゆり 602-8013 京都市上京区下立売通烏丸西入 平安女学院高等学校

中国 島根 千羽　真理子 690-0017 松江市西津田9-11-1 開星高校

四国 高知 大塚　文子 782-0016 香美市土佐山田町山田1361 山田特別支援学校

九州 佐賀 横川　由美 840-0027 佐賀市本庄1263番地 佐賀女子高等学校


