
競　技　名 専門部長  学校名 専門委員長  学校名 専門委員  学校名 専門委員  学校名 専門委員  学校名

山元　尚史 甲南 江藤　史浩 明桜館 辻田　征洋 武岡台

西方　竜太郎 鹿商 堀之内　武志 国分中央 濵元　良介 鶴翔

米澤　健矢 鹿工 五領　壮太 加治木 下窪　和幸 川内

寺師　勇太 神村学園

 3 テ ニ ス 末吉　成人 鹿屋工 藺牟田　圭 鳳凰 野村　直樹 鹿純心 西園　慶子 川薩清修館 溜　優二朗 鹿屋農

 4 ホ ッ ケ ー 孤杉　勉 川薩清修館 原口　淳一 川薩清修館 山内  孝雄 川薩清修館 平國  ユミ 武岡台 爲藤　弘子 武岡台

 5 ボ ク シ ン グ 碇山　浩 出水工 竹ノ脇智秋 出水工 橋口  陽一 曽於 横山　彰二 鹿工 吉元　久 鹿商

 6 バレーボール 満丸　浩 鹿工 茶圓　孝一 鹿城西 肱岡　斉子 錦江湾 松井　正太 鹿南 山口　信亮 鹿工

 7 体 操 北　浩憲 鹿女子 小川　大人 ﾗ･ｻ-ﾙ 阿久根　健 川内 角　由紀江 串木野 本村　明美 鹿女子

中島　祐介 鹿工 力久　武史 甲南 田中　良和 鹿中央

安樂　幸蔵 川内

 9 レ ス リ ン グ 時任　保彦 樟南 谷山　祐治 加世田常潤 野口　勝 鹿屋中央

 10 ヨ ッ ト 山﨑　巧 錦江湾 勝田　哲英 錦江湾 上村　洋介 鹿商 安田　雅英 鹿商 下園　哲弘 錦江湾

 11 ｳｪｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 松下　浩子 薩摩中央 伊東　智人 薩摩中央 金城　聖丸 薩摩中央 下原　卓朗 明桜館

 12 ハンドボール 小屋敷　浩昭 鹿中央 東　雄作 鹿中央 庄屋　亮二 国分中央 當寺盛　望 鹿純心 田上　大介 鹿工

 13 ソフトテニス 北　浩憲 鹿女子 平岡  　修 鹿工 池水　宏明 鹿工 竹之下　卓也 鹿女子 和田迫　俊祐 鹿南

 14 卓 球 橋口　浩二郎 鹿屋 北　正博 鹿南 津田　幸義 れいめい 岩城　浩二 鹿城西 大津　寛史 鹿商

 15 相 撲 眞田　俊 鹿商 禧久　昭広 鹿商 和田　信広 出水商 永野  武治 鹿実 里村　周二 樟南

 16 柔 道 鰺坂　嘉彦 明桜館 田原　幸一 明桜館 上村　修 加治木工 横峯　亨 鹿実 梶原　義彦 国分中央

 17 ソフトボール 神村　裕之 神村学園 有川　宗伸 隼人工 平山　勇樹 鹿女子 迫　享一 薩南工 松下　剛 鹿工

 18 フェンシング 德丸　喜代志 鹿児島 大坪　昭仁 鹿南 羽田　光二 鹿南 下野　滋史 鹿児島 下野　敦弘 霧島

 19 バドミントン 福永　純一郎 指宿商 古川　博文 鹿女子 野久尾　英俊 鹿商 草道　拓郎 鹿商 川嵜　崇史 鹿屋工

 20 弓 道 大山　良一 加治木工 大倉　一也 鶴丸 鳥居　次郎 鹿中央 小倉　潤 加治木工 植田　由紀子 鹿玉龍

 21 剣 道 二石　政彦 志布志 横山　謙二 鹿工 川内　辰一郎 松陽 吉永　貴光 鶴丸 阿蘇　孝之 鹿工

 22 ラ グ ビ － 下田　浩道 鹿玉龍 上村　　誠 鹿玉龍 塩向　剛二郎 薩摩中央 又木　裕次郎 鹿屋 山崎　修平 大口

 23 登 山 中間　弘 屋久島 鉾谷　寿一 鶴丸 藤原　滋木 ﾗ･ｻ-ﾙ 福元　裕樹 加治木 江口　智 鶴丸

 24 水 泳 西橋　瑞穂 甲南 平田　直樹 甲南 福島　　誠 鹿情報 江口　朝永 鹿南 初瀬　有志 国分

 25 ボ － ト 末吉　成人 鹿屋工 岡山　啓 鹿屋工 後藤　光 川内商工 前野　淳志 鹿屋農 緖方　裕平 川内

 26 空 手 道 盛　初弘 蒲生 城ヶ﨑　尚之 甲南 仁木　孝博 鹿城西 川畑　雄貴 大島 柿木　千枝 串良商

 27 な ぎ な た 大山　尚人 川辺 髙山　裕司 川辺 中原　智美 南大隅

 28 自 転 車 與﨑　泰久 南大隅 金野　亮太 南大隅 荒木　就平 南大隅

 29 ダ ン ス 月野　功 鶴丸 城ケ﨑　祥子 鶴丸 本坊　涼子 鹿純心 東　綾子 薩摩中央 中宮　久美子 志布志

 30 アーチェリー 満丸　浩 鹿工 重森　剛幸 鹿工 伊集院　文夏 鹿工 浦田　顕司 鹿工 簗瀨　浩二 鹿工

 31 カ ヌ ー 山神　正文 鹿屋農 岩元 はるみ 鹿屋農 東　健一 鹿屋 加塩　卓朗 大島北

 32 少 林 寺 拳 法 秋武　達朗 鹿城西 西園　芳文 鹿城西

 33 定 　通　 制 西　博文 開陽 濵園　卓郎 開陽(通) 島田　大輔 開陽(定)

令和元・２年度　鹿児島県高等学校体育連盟競技専門部役員

 1 陸 上 東郷　孝仁 松陽 田代　春樹 鹿屋

 2 サ ッ カ － 西橋　瑞穂 甲南 鳥越　美智人 甲南

 8 バ ｽ ｹ ｯ ﾄ ボ - ﾙ 白石　秀逸 川内 小園　裕之 鹿純心


