
２　専門部役員等名簿について

Ｎo. 部   名 役   名 学　校　名 所   在   地 郵便番号 電   話

部  長 田　村　繁　樹 岡山城東 岡山市中区下110 703-8222 086-279-2005

委員長 鈴　木　茂　正 岡山工業 岡山市北区伊福町4ｰ3ｰ92 700ｰ0013 086-252-5231

会  計 　 江　藤　利　恵 玉野商工 玉野市玉6-1-1 706-0012 0863-31-5341

強　化 植　　　　　徹 岡山県美作 津山市山北500 708-0004 0868-22-2422

部  長 信　宮　　　誠 井原 井原市井原町1875 715-0019 0866-62-0203

委員長 畑　　　小百合 岡山南 岡山市北区奥田2-4-7 700-0933 086-224-2226

会  計 佐　藤　里　香 井原 井原市井原町1875 715-0019 0866-62-0203

強　化 西　岡　康　正 関西 岡山市北区西崎本町16-1 700-0056 086-252-5121

部  長 三　村　直　子 倉敷鷲羽 倉敷市児島味野山田町2301 711-0915 086-472-2888

委員長 一　安　俊　典 水島工業 倉敷市西阿知町1230 710-0807 086-465-2504

会  計 宮　内　伸　弥 理大附属 岡山市北区理大町1-1 700-0005 086-256-8511

強　化 松　本　浩　和 清心女子 倉敷市二子1200 701-0115 086-462-1661

部  長 砂　田　祐　一 津山商業 岡山県津山市山北531 708-0004 0868-22-2421

委員長 安　藤　龍　太 玉野光南 玉野市東七区244 706-0226 0863-51-2311

会  計 田　中　小麻実 瀬戸南 岡山市東区瀬戸町沖88 709-0855 086-952-0831

強　化 　 楠　　　高　幸 岡山県作陽 津山市八出1320 708-8518 0868-23-2188

部  長 早　瀬　直　紀 岡山県美作 津山市山北500 708-0004 0868-22-2422

委員長 織　本　昌　朗 高梁 高梁市内山下38 716-0004 0866-22-3047

会  計 三　宅　え　み 岡山城東 岡山市中区下110 703-8222 086-279-2005

強　化 安　藤　雅　章 倉敷南 倉敷市吉岡330 710-0842 086-423-0600

部  長 石　下　義　久 倉敷商業 倉敷市白楽町545 710-0824 086-422-5577

委員長 ☆ 加　藤　慎　一 倉敷天城 倉敷市藤戸町天城269 710-0132 086-428-1251

会  計 吉　川　昌　和 水島工業 倉敷市西阿知町1230 710-0807 086-465-2504

強　化 藤　井　　　進 岡山工業 岡山市北区伊福町4-3-92 700-0013 086-252-5231

部  長 藤　井　省　吾 倉敷天城 倉敷市藤戸町天城269 710-0132 086-428-1251

委員長 石　原　秀　和 水島工業 倉敷市西阿知町1230 710-0807 086-465-2504

☆ 小　橋　　　太 岡山操山 岡山市中区浜412 703-8573 086-272-1241

会  計 指　野　　　緑 倉敷鷲羽 倉敷市児島味野山田町2301 711-0915 086-472-2888

強　化 田　中　信　人 西大寺 岡山市東区西大寺上2-1-17 704-8112 086-942-4150

6 卓　球

7 ハンドボール

3 水　泳

4 バスケットボール

5 バレーボール

高体連専門部・部長・委員長・会計・強化委員名簿

☆専門部中国ブロック代表委員長

氏  　　　 名

1 陸上競技

2 体　操



Ｎo. 部   名 役   名 学　校　名 所   在   地 郵便番号 電   話氏  　　　 名

部  長 髙　月　秀　人 矢掛 小田郡矢掛町矢掛1776-2 714-1201 0866-82-0045

委員長 黒　川　竜　生 総社 総社市総社3-9-1 719-1126 0866-93-0891

会  計 今　田　直　人 関西 岡山市北区西崎本町16-1 700-0056 086-252-5121

強　化 鳴　滝　真　也 水島工業 倉敷市西阿知町1230 710-0807 086-465-2504

部  長 高　林　泰　德 津山工業 津山市山北411-1 708-0004 0868-22-4174

委員長 黒　住　　晃 倉敷工業 倉敷市老松町4-9-1 710-0826 086-422-0476

会  計 祇　園　祐　司 高松農業 岡山市北区高松原古才336-2 701-1334 086-287-3711

強　化 桐　山　青　樹 倉敷工業 倉敷市老松町4-9-1 710-0826 086-422-0476

部  長 森　　　尚　貴 水島工業 倉敷市西阿知町1230 710-0807 086-465-2504

委員長 関　　　啓　之 倉敷翠松 倉敷市平田155 710-0003 086-422-3565

☆ 佐　藤　忠　裕 山陽学園 岡山市中区門田屋敷2-2-16 703-8275 086-272-1181

会  計 仁　科　知　子 津山工業 津山市山北411-1 708-0004 0868-22-4174

強　化 尾　﨑　勝　久 倉敷中央 倉敷市西富井1384 710-0845 086-465-2559

部  長 森　山　泰　幸 岡山東商業 岡山市中区東山3-1-6 703-8281 086-272-1237

委員長 ☆ 延　藤　賢　治 倉敷中央 倉敷市西富井1384 710-0845 086-465-2559

会  計 田　口　新　平 岡山龍谷 笠岡市笠岡874 714-0081 0865-63-2526

強　化 松　本　剛　知 岡山県共生 新見市新見2032-4 718-0011 0867-72-0526

部  長 田　原　　　誠 理大附属 岡山市北区理大町1-1 700-0005 086-256-8511

委員長 田　所    　実 理大附属 岡山市北区理大町1-1 700-0005 086-256-8511

会  計 藤　沢　雅　彦 理大附属 岡山市北区理大町1-1 700-0005 086-256-8511

強　化 田　所    　実 理大附属 岡山市北区理大町1-1 700-0005 086-256-8511

部  長 池　田　浩　規 勝山 真庭市勝山481 717-0013 0867-44-2628

委員長 ☆ 牧　野　浩　也 津山工業 津山市山北411-1 708-0004 0868-22-4174

会  計 岸　本　祐　也 勝山(蒜山校地） 真庭市蒜山上長田4 717-0505 0867-66-2016

強　化 片　山　輝　幸 勝山 真庭市勝山481 717-0013 0867-44-2628

部  長 文　谷　元　信 岡山工業 岡山市北区伊福町4-3-92 700-0013 086-252-5231

委員長 ☆ 鴨　頭　知　男 岡山工業 岡山市北区伊福町4-3-92 700-0013 086-252-5231

会  計 髙　畠　亮　介 倉敷工業 倉敷市老松町4-9-1 710-0826 086-422-0476

強　化 小　薮　力　勢 関西 岡山市北区西崎本町16-1 700-0056 086-252-5121

部  長 豊　田　　　涼 真庭 真庭市中島143 719-3202 0867-42-0625

委員長 ☆ 檜　垣　正　人 備前緑陽 備前市西片上91-1 705-8507 0869-63-0315

会  計 宗　定　恵　汰 津山商業 津山市山北531 708ｰ0004 0868-22-2421

強　化 福　田　彩　香 津 山 東 津山市林田1200 708-0822 0868-22-9307

15 ソフトテニス

12 相　撲

13 スキー

14 ボクシング

9 ラグビー

10 バドミントン

11 ソフトボール

8 サッカー



Ｎo. 部   名 役   名 学　校　名 所   在   地 郵便番号 電   話氏  　　　 名

部  長 藤　原　　修 玉野 玉野市築港3-11-1 706-8555 0863-31-4321

委員長 大　内　和　幸 岡山学芸館 岡山市東区西大寺上1-19-19 704-8502 086-942-3864

会　計 中　野　悠　樹 関西 岡山市北区西崎本町16-1 700-0056 086-252-5121

強　化 矢　野　岳　州 理大附属 岡山市北区理大町1-1 700-0005 086-256-8511

部  長 横　田　寿　弘 笠岡工業 笠岡市横島808 714ｰ0043 0865-67-0311

委員長 河　島　隆　行 笠岡工業 笠岡市横島808 714ｰ0043 0865-67-0311

会  計 藤　原　真太朗 倉敷工業 倉敷市老松町4-9-1 710-0826 086-422-0476

強　化 大　田　真　志 水島工業 倉敷市西阿知町1230 710-0807 086-465-2504

部  長 丸　山　　　浩 高梁 高梁市内山下38 716-0004 0866-22-3047

委員長 今　井　和　彦 岡山操山 岡山市中区浜412 703-8573 086-272-1241

会  計 井　上　知　章 水島工業 倉敷市西阿知町1230 710-0807 086-465-2504

強　化 熊　代　　　徹 岡山工業 岡山市北区伊福町4-3-92 700-0013 086-252-5231

部  長 越　宗　哲　生 烏城 岡山市北区伊島町3-1-1 700-0016 086-251-9755

委員長 森　本　敏　之 岡山白陵 赤磐市勢力588 709-0715 08699-5-1255

会  計 野々上　　　丞 玉野商工 玉野市玉6-1-1 706ｰ0012 0863ｰ31ｰ5341

強　化 坪　田　祐　一 岡山東商業 岡山市中区東山3-1-6 703-8281 086-272-1237

部  長 山　縣　淳　憲 岡山県共生 新見市新見2032-4 718-0011 0867-72-0526

委員長 ☆ 小　脇　友　洋 倉敷青陵 倉敷市羽島1046-2 710-0043 086-422-8001

会  計 大　森　雄　介 倉敷南 倉敷市吉岡330 710-0842 086-423-0600

強　化 眞　野　哲　也 高梁城南 高梁市原田北町1216-1 716-0043 0866-22-2237

部  長 岩　本　恭　治 新見 新見市新見1394 718-0011 0867-72-2260

委員長 丹　治　一　幸 新見（北校地） 新見市新見1994 718-0011 0867-72-0645

会  計 白　石　裕　樹 岡山南 岡山市北区奥田2-4-7 700-0933 086-224-2226

強　化 藤　井　泰　彰 高松農業 岡山市北区高松原古才336-2 701-1334 086-287-3711

部  長 岡　田　公　彦 興譲館 井原市西江原2257-1 715-0006 086-662-0724

委員長 山　本　靖　宏 岡山東商業 岡山市中区東山3-1-6 703-8281 086-272-1237

会  計 鳥　山　　　賢 玉島商業 倉敷市玉島中央町2-9-30 713-8122 086-522-3044

強　化 矢　吹　伸　介 岡山城東 岡山市中区下110 703-8222 086-279-2005

部  長 田　中　広　矛 岡山 岡山市南区箕島1500 701-0206 086-282-6336

委員長 中　村　　　哲 岡山城東 岡山市中区下110 703-8222 086-279-2005

☆ 松　村　道　則 理大附属 岡山市北区理大町1-1 700-0005 086-256-8511

会　計 磯　部　真　実 岡山城東 岡山市中区下110 703-8222 086-279-2005

強　化 岡　野　拓　史 山陽学園 岡山市中区門田屋敷2-2-16 703-8275 086-272-1181

21 弓　道

22 駅　伝

テニス23

18 登　山

19 柔　道

20 剣　道

16 野　球

17 ウエイトリフティング



Ｎo. 部   名 役   名 学　校　名 所   在   地 郵便番号 電   話氏  　　　 名

部  長 三　村　直　子 倉敷鷲羽 倉敷市児島味野山田町2301 711-0915 086-472-2888

委員長 森　　　　　浩 倉敷鷲羽 倉敷市児島味野山田町2301 711-0915 086-472-2888

会  計 森　分　　　透 倉敷 倉敷市鳥羽283 710-0012 086-462-9000

強　化 工　藤　祐　士 高松農業 岡山市北区高松原古才336-2 701-1334 086-287-3711

部  長 末　廣　　　聡 岡山御津 岡山市北区御津金川940 709-2133 0867-24-0831

委員長 石　原　律　子 岡山東商業 岡山市中区東山3-1-6 703-8281 086-272-1237

☆ 森　川　幸　夫 関西 岡山市北区西崎本町16-1 700-0056 086-252-5121

会  計 松　阪　智　里 岡山東商業 岡山市中区東山3-1-6 703-8281 086-272-1237

強　化 石　原　律　子 岡山東商業 岡山市中区東山3-1-6 703-8281 086-272-1237

部  長 中　野　　　功 興陽 岡山市南区藤田1500 701-0297 086-296-2268

委員長 大　山　良　雄 水島工業 倉敷市西阿知町1230 710-0807 086-465-2504

会  計 宗　本　明　彦 水島工業 倉敷市西阿知町1230 710-0807 086-465-2504

強　化 川　口　敬　二 岡山工業 岡山市北区伊福町4-3-92 700-0013 086-252-5231

部  長 三　村　直　子 倉敷鷲羽 倉敷市児島味野山田町2301 711-0915 086-472-2888

委員長 西　岡　正　人 倉敷鷲羽 倉敷市児島味野山田町2301 711-0915 086-472-2888

会  計 渡　邊　　　宝 邑久 瀬戸内市邑久町尾張404 701-4221 0869-22-0017

強　化 小　西　立　碁 邑久 瀬戸内市邑久町尾張404 701-4221 0869-22-0017

部  長 三　澤　宏　之 倉敷古城池 倉敷市福田町古新田116-1 712-8046 086-455-5811

委員長 恒　松　健　児 西大寺 岡山市東区西大寺上2-1-17 704-8112 086-942-4150

会  計 難　波　憲士郎 玉野商工 玉野市玉6-1-1 706-0012 0863-31-5341

強　化 田　上　桂　子 岡山大安寺中等教育 岡山市北区北長瀬本町19-34 700-0961 086-255-5013

部  長 二　木　信　輔 玉島商業 倉敷市玉島中央町2-9-30 713-8122 086-522-3044

委員長 ☆ 市　原　浩　二 理大附属 岡山市北区理大町1-1 700-0005 086-256-8511

会  計 南　　　武　志 津山商業 津山市山北531 708ｰ0004 0868-22-2421

強　化 高　橋　三　平 倉敷 倉敷市鳥羽283 710-0012 086-462-9000

部  長 矢　吹　玲　子 岡山後楽館 岡山市北区南方１丁目3-15 700-0807 086-226-7100

委員長 濱　岡　紀久子 勝間田 勝田郡勝央町勝間田47 709-4316 0868-38-3169

会  計 安　達　一　郎 興陽 岡山市南区藤田1500 701-0297 086-296-2268

強　化 濱　岡　紀久子 勝間田 勝田郡勝央町勝間田47 709-4316 0868-38-3169

部  長 金　光　道　晴 金光学園 浅口市金光町占見新田1350 719-0104 0865-42-3131

委員長 栄　森　雄　大 理大附属 岡山市北区理大町1-1 700-0005 086-256-8511

会  計 宍　甘　一　彦 笠岡商業 笠岡市笠岡3203 714-0081 0865-62-5245

強　化 大　橋　達　也 関西 岡山市北区西崎本町16-1 700-0056 086-252-5121

30 なぎなた

31 少林寺拳法

27 ヨット

28 フェンシング

29 空手道

24 レスリング

25 ボート

26 自転車競技



Ｎo. 部   名 役   名 学　校　名 所   在   地 郵便番号 電   話氏  　　　 名

部  長 乙　部　憲　彦 瀬戸 岡山市東区瀬戸町光明谷316-1 709-0876 086-952-1031

委員長 妹　尾　裕　介 瀬戸南 岡山市東区瀬戸町沖88 709-0855 086-952-0831

会  計 橋　本　百　代 瀬戸 岡山市東区瀬戸町光明谷316-1 709-0876 086-952-1031

強　化 橋　本　百　代 瀬戸 岡山市東区瀬戸町光明谷316-1 709-0876 086-952-1031

部  長 梅　田　和　男 岡山一宮 岡山市北区楢津221 701-1202 086-284-2241

委員長 加　藤　秀　人 備前緑陽 備前市西片上91-1 705-8507 0869-63-0315

会  計 吉　本　良　弘 岡山朝日 岡山市中区古京町2-2-21 703-8278 086-272-1271

強　化 野　田　光　章 理大附属 岡山市北区理大町1-1 700-0005 086-256-8511

部  長 吉　田　栄　一 明誠学院 岡山市北区津島西坂3-5-1 700-0086 086-252-5247

委員長 木　村　　　睦 明誠学院 岡山市北区津島西坂3-5-1 700-0086 086-252-5247

会  計 鍵　谷　寛　佑 明誠学院 岡山市北区津島西坂3-5-1 700-0086 086-252-5247

強　化 　 木　村　佳　苗 理大附属 岡山市北区理大町1-1 700-0005 086-256-8511

部  長 安　藤　正　道 倉敷工業 倉敷市老松町4-9-1 710-0826 086-422-0476

委員長 ☆ 原　囿　由紀子 倉敷工業 倉敷市老松町4-9-1 710-0826 086-422-0476

会  計 白　﨑　則　和 倉敷工業 倉敷市老松町4-9-1 710-0826 086-422-0476

強　化 上　月　隆　之 岡山御津 岡山市北区御津金川940 709-2133 0867-24-0831

部  長 田　原　　　誠 理大附属 岡山市北区理大町1-1 700-0005 086-256-8511

委員長 矢　吹　圭　二 関西 岡山市北区西崎本町16-1 700-0056 086-252-5121

会  計 瀨　嶋　　　真 関西 岡山市北区西崎本町16-1 700-0056 086-252-5121

強　化 瀨　嶋　　　真 関西 岡山市北区西崎本町16-1 700-0056 086-252-5121

部  長 三　谷　昌　士 倉敷翠松 倉敷市平田155 710-0003 086-422-3565

委員長 ☆ 末　石　敏　夫 倉敷翠松 倉敷市平田155 710-0003 086-422-3565

会  計 伊　賀　隆　喜 高梁城南 高梁市原田北町1216-1 716-0043 0866-22-2237

強　化 丸　山　純　平 倉敷翠松 倉敷市平田155 710-0003 086-422-3565

36 ゴルフ

37 ライフル射撃

33 アーチェリー

34 ボウリング

35 カヌー

32 ホッケー


