
 

氏　名 支　部 勤務校

前田　潔 岡山 岡山中央

馬場　善久 岡　山 芳　田 備前西地区

森定　宏之 備前・和気・瀬戸内 和　気 備前東地区

川上　忠良 倉  敷 東　陽 備南東地区

藤丘　真治 備　西 笠岡東 備南西地区

後藤　秀則 新　見 新見第一 備北地区

松本　勝巳 津　山 津山東 美作地区

犬飼　忠司 岡　山 高　島

山口　憲明 岡　山 旭　東

安田　洋章 岡　山 岡山後楽館

濵野めぐみ 岡　山 竜　操

柄川　　祥 赤磐・加賀 高　陽

山地　美秀 岡　山 高　島

井原　一則 岡　山 建　部

安部　篤征 倉　敷 児　島

蕨    敦志 岡　山 桑　田

山本　圭司

氏　名 支　部 勤務校

長谷井利之 岡　山 東　山
備前西地区理事長
岡山支部理事長

倉本　利久 岡　山 香　和

矢野　都司 玉　野 宇　野 玉野支部理事長

石川　貴基 備前・和気・瀬戸内 備　前 備前東地区理事長

東田　隆哉 赤磐・加賀 吉　井

湯浅　崇弘 倉　敷 倉敷北
備南東地区理事長
倉敷支部理事長

田中　圭三 総　社 総社西 総社支部理事長

鳥岡　純三 備　西 笠岡東 備南西地区理事長

吉岡　康弘 井　原 高　屋 井原支部理事長

須山　昌広 高　梁 高　梁 高梁支部理事長

高木　亮彦 新　見 新見第一
備北地区理事長
新見支部理事長

山田　恭之 津　山 津山西 美作地区理事長

鳥巣　信一 津　山 津山東

 美　作（２）

備考

備前西（３）

備前東（２）

備南東（２）

備南西（２）

 備　北（２）

監　事

顧　問 県教育庁保健体育課長

（常任理事）１３

地区名
平成２９年度

会　長

副会長

理事長

副理事長

書　記

会　計

平成29・30年度期（29年度）　岡山県中学校体育連盟役員

（事務局）

役　職
平成２９年度

備考



氏　名 支　部 勤務校

岡部　秀吾 中　山

小田　成一 岡大附属

物部　和夫 高　松

川端　美穂 桑　田

小島　有人 灘　崎

中山　華菜子 岡　輝

川藤　圭一 玉　野 八　浜

鈴木　浩司 赤磐 ・加賀 加　賀 赤・加支部理事長

神原　弘樹 邑　久 備・和・瀬支部理事長

津島　　渉 牛窓

湯浅　崇弘 倉敷北

奥井　智昭 福　田

野口　正行 福田南

山本　幸広 庄

木下　愛 総　社 総社東

坂元　佳彦 金　浦 備西支部理事長

淺野　俊彦 鴨　方

板倉　　剛 井　原 木之子

中村　知彦 高　梁 成　羽

後藤　佳緒里 新　見 哲　西

田部　隆典 津　山 久　米 津山支部理事長

村瀬　達也 津　山 中　道

岸田　成正 真　庭 北　房 真庭支部理事長

牧原　和弘 苫田･久米 美咲中央 苫・久支部理事長

井上　重徳 美作・勝田・英田 大　原 美･勝･英支部理事長

支部長氏名 支部名 勤務校

岡　   山 馬場　善久 岡　山 芳　田

玉　   野 石田　一美 玉　野 八　浜

赤磐・加賀 小林　　健 赤磐・加賀 桜が丘

備前・和気・瀬戸内 森定　宏之 備前・和気・瀬戸内 和　気

倉　   敷 川上　忠良 倉　敷 東　陽

総　   社 加賀　英範 総　社 総　社

備　   西 吉武　明博 備　西 金　浦

井　   原 三宅　久美子 井　原 高　屋

高　   梁 野﨑　誠二 高　梁 高梁東

新　   見 後藤　秀則 新　見 新見第一

津　   山 松本　勝巳 津　山 津山東

真　   庭 岡　　晋平 真　庭 蒜　山

苫田・久米 西本　憲弘 苫田・久米 柵　原

美・勝・英 西村　睦美 美作・勝田・英田 勝　田

備　北

美　作

備考

備前西

備前東

備南東

備南西

備北（２）

美作（５）

（支部長）１４

地区名 支 部 名
平成２９年度

備南東（５）
倉　敷

備南西（３）
備　西

備前西（７）
岡　山

備前東（３）
備前・和気・瀬戸内

（理　　事）２５

地区名
平成２９年度

備考



部長・理事長名 支　部 勤務校

部  長 山田　浩司 山南

理事長 須澤　孝則 岡山福田

部  長 藤原　孝憲

理事長 花房　朋子

部  長 渡辺　次郎 味　野

理事長 長谷川仁則 西大寺

部  長 藤井　俊弘

理事長 川上　泰平

部  長 阿部　哲哉

理事長 山本　真道

部  長 梶原　　敏

理事長 杉本　秀夫

部  長 三宅　秀明 児　島

理事長 岡本　大典 福田南

部  長 内藤　憲二

理事長 高橋　　弘

部  長 正保　雄策

理事長 水嶋　　薫

部  長 堀井　博司

理事長 武田　祥憲

部  長 新開　潤一

理事長 三宅健一郎

部  長 坂田　智明

理事長 高森　英郎

部  長 村上　一男

理事長 中原　修二

部  長 柳井　清志 新　見 大　佐

理事長 小西　康治 倉　敷 倉敷西

部  長 田口　典生

理事長 今岡　裕生

部  長 大月　康嗣

理事長 松本　幸也

部  長 遠藤　弘子

理事長 増田健二郎

部  長 三村　公一

理事長 田淵　　徹

部  長 大森　博幸

理事長 平　　豪仁

スキー 苫田・久米 鏡　野

テニス 赤磐・加賀 岡山白陵

剣道 岡　山 旭　東

相撲 倉　敷 多津美

ソフトボール

柔道 津　山 加　茂

卓球 玉　野 玉

バドミントン 岡　山 石　井

バレーボール 岡　山 竜　操

ソフトテニス 倉　敷 倉敷西

軟式野球 倉　敷 真備東

体操競技
・新体操

岡　山 操　南

サッカー 岡　山 西大寺

ハンドボール 倉　敷

バスケットボール 岡　山 東　山

陸上競技 岡　山

水泳競技 倉　敷 福田南

備考

調査研究 岡　山

ダンス 岡　山 足　守

（専門部）

研究部･専門部 役　 職
平成２９年度


