
福岡県高等学校体育連盟　ブロック別役員一覧 №1

中部ブロック

年度 副会長 副理事長 副会長 副理事長 副会長 副理事長 副会長 副会長 副会長

初代 初代 初代 初代 初代 初代 初代 初代 初代
大八木孝之 畠中 哲治 城戸 英敏 野田 祐一 太田 淳一 吉原 誠二 小室 宏孝 隈本　豊 倉岡　宇正
（門司） （門司） （八女） （三池） （鞍手） （鞍手） （宗像） （筑紫台） （大牟田）
第２代 第２代 第２代 第２代

池田 時人 畠中 哲治 城戸 英敏 牟田 和親 森　英一 吉原 誠二 吉田 英治 隈本　豊 倉岡　宇正
（門司） （門司） （八女） （八女） （鞍手） （鞍手） （福岡魁誠） （筑紫台） （大牟田）
第３代 第２代

谷口 孝文 酒井 一生 城戸 英敏 牟田 和親 森　英一 吉原 誠二 吉田 英治 隈本　豊 倉岡　宇正
（門司） （門司） （八女） （八女） （鞍手） （鞍手） （福岡魁誠） （筑紫台） （大牟田）

第２代 第２代
谷口 孝文 酒井 一生 久保　大 牟田 和親 森　英一 吉原 誠二 吉田 英治 隈本　豊 和佐野健吾
（門司） （門司） （八女） （八女） （鞍手） （鞍手） （福岡魁誠） （筑紫台） （西南学院）
第４代 第３代 第３代 第３代 第３代 第３代

白石　忍 田中 球磨 久保山憲二 吉本 淸司 井藤 節朗 吉原 誠二 髙橋 成隆 隈本　豊 和佐野健吾
（八幡南） （八幡南） （朝倉東） （朝倉東） （鞍手） （鞍手） （糸島農） （筑紫台） （西南学院）

第５代 第４代 第２代 第４代 第３代
栁　昭博 田中 球磨 久保山憲二 吉本 淸司 吉永 俊嗣 長谷川和浩 林　俊郎 隈本　豊 加野　毅

（八幡南） （八幡南） （朝倉東） （朝倉東） （直方） （直方） （筑前） （筑紫台） （福岡常葉）
第４代 第４代 第５代 第２代 第４代

栁　昭博 田中 球磨 田中四十三 三原 藏刀 吉永 俊嗣 長谷川和浩 大和　豊 城戸 英敏 目野 惣一
（八幡南） （八幡南） （朝倉東） （朝倉東） （直方） （直方） （筑紫） （筑紫台） （純真）

第６代 第４代 第５代 第６代 第５代
原　幸範 染矢　淳 田中四十三 三原 藏刀 上川　明 長谷川和浩 徳重　忠彦 城戸 英敏 村山　敏之
（北筑） （北筑） （朝倉東） （朝倉東） （直方） （直方） （福岡講倫館） （筑紫台） （純真）
第７代 第５代 第５代 第７代

村田 良治 柴﨑雄一郎 岸　宏志 三原 藏刀 上川　明 長谷川和浩 山口　悦朗 城戸 英敏 村山　敏之
（折尾） （折尾） （朝倉東） （朝倉東） （直方） （直方） （香椎） （筑紫台） （純真）
第８代 第６代 第８代

髙取千鶴子 柴﨑雄一郎 松﨑　貢 三原 藏刀 上川　明 長谷川和浩 田中眞太郎 城戸 英敏 村山　敏之
（折尾） （折尾） （朝倉東） （朝倉東） （直方） （直方） （香椎） （筑紫台） （純真）
第９代 第７代 第５代 第３代

中釜 隆司 柴﨑雄一郎 佐藤 和雄 近藤 伸子 上川　明 長谷川和浩 田中眞太郎 大和　豊 村山　敏之
（折尾） （折尾） （朝倉） （朝倉） （直方） （直方） （香椎） （筑紫台） （純真）
第１０代 第６代 第６代 第６代

大場　隆生 下川　清輝 佐藤 和雄 近藤 伸子 吉永　雅弘 長谷川和浩 田中眞太郎 大和　豊 太田　淳一
（門司大翔館） （八幡工業） （朝倉） （朝倉） （直方） （直方） （香椎） （筑紫台） （近大福岡）

第１１代 第７代 第８代 第７代 第３代
奥永　哲二 藤原　洋平 江口　也文 近藤 伸子 前田　武男 大渕　勝隆 田中眞太郎 大和　豊 太田　淳一
（八幡中央） （八幡工業） （朝倉） （朝倉） （嘉穂東） （嘉穂東） （香椎） （筑紫台） （近大福岡）

第９代 第６代 第８代 第９代
奥永　哲二 藤原　洋平 幾竹　浩子 坂井　麗子 矢ヶ崎裕和 大渕　勝隆 前田　武男 大和　豊 太田　淳一
（八幡南） （八幡工業） （小郡） （浮羽工業） （嘉穂東） （嘉穂東） （福岡講倫館） （筑紫台） （近大福岡）
第１２代 第１０代 第９代 第１０代 第４代 第７代
小山　繁 藤原　洋平 石本　月洋 坂井　麗子 甲斐　直樹 大渕　勝隆 水上　秀憲 松尾　圭子 佐伯　道彦
（若松） （八幡工業） （三井） （浮羽工業） （嘉穂東） （嘉穂東） （玄界） （筑紫女） （福工大附城東）

小山　繁 藤原　洋平 石本　月洋 坂井　麗子 甲斐　直樹 大渕　勝隆 水上　秀憲 松尾　圭子 佐伯　道彦
（若松） （八幡工業） （三井） （浮羽工業） （嘉穂東） （嘉穂東） （玄界） （筑紫女） （福工大附城東）

第１３代 第８代 第１１代 第１０代 第１１代
中野　敏昭 西﨑　拓哉 大石　道也 坂井　麗子 豊福　成史 大渕　勝隆 伊藤　啓一 松尾　圭子 佐伯　道彦
（小倉工業） （小倉） （朝倉） （浮羽工業） （嘉穂東） （嘉穂東） （宗像） （筑紫女） （福工大附城東）
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私　学筑豊ブロック
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