
 

氏　名 支　部 勤務校

森　　章博 岡　山 岡山後楽館

赤木　　茂 岡　山 桑　田 備前西地区会長

松田　典久 備前・和気・瀬戸内 長　船 備前東地区会長

松﨑　　晃 倉  敷 倉敷北 備南東地区会長

村下　　徹 備　西 鴨　方 備南西地区会長

藤野　栄進 新　見 新見南 備北地区会長

植月　愼二 津　山 津山東 美作地区会長

山口　憲明 岡　山 高　島

安田　洋章 岡　山 岡山後楽館

野口　正行 倉　敷 福田南

岩﨑　由加 岡　山 妹　尾

福田　哲也 岡　山 京　山

山地　美秀 岡　山 興　除

井原　一則 岡　山 吉　備

柏　　浩一 岡　山 福　南

岸田　成正 真　庭 北　房

山本　圭司

氏　名 支　部 勤務校

倉本　利久 岡　山 芳　田 備前西地区理事長　岡山支部理事長

犬束　秀一 岡　山 県操山

津島　　渉 玉　野 宇　野 玉野支部理事長

神原　弘樹 備前・和気・瀬戸内 邑　久 備前東地区理事長

片山　洋平 赤磐・加賀 桜が丘

野口　正行 倉　敷 福田南 備南東地区理事長　倉敷支部理事長

田中　圭三 総　社 総社東 総社支部理事長

井上　健祐 備　西 鴨　方 備南西地区理事長

小川　　満 備　西 金　光

赤木　憲介 新　見 新見南 備北地区理事長　新見支部理事長

南　　隆仁 高　梁 高　梁 高梁支部理事長

鳥巣　信一 津　山 北　陵 美作地区理事長

大﨏　健一 津　山 中　道

会　長

副会長

理事長

副理事長

令和３年度期（３年度）　岡山県中学校体育連盟役員

（事務局）

役　職
令和３年度

備考

地区名
令和３年度

備考

備前西（３）

監　事

顧　問 岡山県教育庁保健体育課長

（常任理事）１３

備前東（２）

備南東（２）

備南西（２）

 備　北（２）

 美　作（２）

書　記

会　計



氏　名 支　部 勤務校

伊月　章晃 西大寺

小田　成一 建　部

石井　健翔 富　山

川端　美穂 岡大附属

小島　有人 灘　崎

中山　華菜子 操　南

津島　　渉 玉　野 宇　野

川江　由佳理 赤磐 ・加賀 桜が丘 赤磐・加賀支部理事長

森　　直裕 牛　窓 備前・和気・瀬戸内支部理事長

神原　弘樹 邑　久

高橋　　弘 玉島北

山本　佳奈 倉敷西

三崎　太輔 倉敷東

福山　順子 倉敷福田

糸島　　茂 総　社 総社西

堤　　光治 金光学園 備西支部理事長

小川　　満 金　光

後藤　啓太 井　原 井　原 井原支部理事長

南　　隆仁 高　梁 高　梁 高梁支部理事長

赤木　憲介 新　見 新見南 備北地区理事長　新見支部理事長

久常　晃令 津山東 津山支部理事長

大﨏　健一 中　道

山根健太郎 真　庭 落　合 真庭支部理事長

岩井　聖文 苫田･久米 旭 苫田・久米支部理事長

菱川　智史 美作・勝田・英田 奈　義 美作･勝田･英田支部理事長

氏　名 支　部 勤務校

岡　   山 赤木　　茂 岡　山 桑　田

玉　   野 淺野　元志 玉　野 八　浜

赤磐・加賀 出射　　実 赤磐・加賀 磐　梨

備前・和気・瀬戸内 松田　典久 備前・和気・瀬戸内 長　船

倉　   敷 松﨑　　晃 倉　敷 倉敷北

総　   社 橋本　誠治 総　社 総　社

備　   西 村下　　徹 備　西 鴨　方

井　   原 平井　宏之 井　原 井　原

高　   梁 岩藤　和彦 高　梁 成　羽

新　   見 藤野　栄進 新　見 新見南

津　   山 植月　愼二 津　山 津山東

真　   庭 後安　理吉 真　庭 湯　原

苫田・久米 有元　満治 苫田・久米 中　央

美作・勝田・英田 小島　　亨 美作・勝田・英田 英　田

地区名
令和３年度

備考

備前西（７）
岡　山

（理　　事）２５

備南西（３）
備　西

備北（２）

美作（５）

津　山

備前東（３）
備前・和気・瀬戸内

備南東（５）
倉　敷

備考

備前西

備前東

備南東

備南西

備　北

（支部長）１４

地区名 支 部 名
令和３年度

美　作



氏　名 支　部 勤務校

部  長 森　　章博 岡山後楽館

理事長 須澤　孝則 山　南

部  長 赤松　一樹

理事長 松本　知子

部  長 岡田　公彦 倉　敷 福田南

理事長 長谷川仁則 岡　山 西大寺

部  長 藤本　洋子

理事長 和田浩太郎

部  長 山本　琴美

理事長 斉藤　一範

部  長 竹岡　浩志

理事長 沖久　隆志

部  長 中川　博之

理事長 岡本　大典

部  長 渡辺　昌子

理事長 湯浅　崇弘

部  長 北山　浩二

理事長 神谷　由紀

部  長 武田　浩充

理事長 菅野　秀和

部  長 中田　隆宏

理事長 那須　　航

部  長 矢部　清吾

理事長 菅野　順司

部  長 青野　浩之

理事長 中原　修二

部  長 今井　　浩

理事長 小野　智則

部  長 村松　　敦

理事長 大橋　優樹

部  長 三上　禎子

理事長 手島　貴教

部  長 近藤美沙子

理事長 髙島　佑貴

部  長 西川　　裕

理事長 渡辺　陽介

部  長 田中　広矛

理事長 正本　勝利

備考

調査研究 岡　山

（専門部）

研究部･専門部 役　 職
令和３年度

バスケットボール 倉　敷 東　陽

陸上競技

水泳競技 倉　敷 味　野

ダンス 津　山 津　山

ハンドボール 倉　敷 琴　浦

サッカー 倉　敷 児　島

体操競技
・新体操

津　山 中　道

軟式野球 倉　敷 玉島東

ソフトテニス 岡　山 妹　尾

バレーボール 高　梁 有　漢

ソフトボール 井　原

柔道 赤磐・加賀 桜が丘

バドミントン 岡　山 石　井

卓球 岡　山 西大寺

木之子

テニス 岡　山 岡　山

スキー 美作・勝田・英田 勝　田

相撲 真　庭 勝　山

剣道 総　社 総社西


