
会　　長

副 会 長

顧　　問

参　　与

評 議 員 工藤　利勝 (大聖寺実業) 米口　一彦 (大 聖 寺) 瀧　陽一郎 (加　　賀)

六反田雅宏 (小松商業) 島村　勝彦 (小松工業) 桐生　裕三 (小松明峰)

垣地　正樹 (小　　松) 源　　義則 (小松市立) 西　　清人 (小松大谷)

河内聡一郎 (寺　　井) 中川　賢司 (鶴　　来) 室　　陽子 (松　　任)

谷　　正一 (翠　　星) 樋口　勝浩 (野々市明倫) 朝田　　肇 (金沢錦丘)

中村　義治 (金沢泉丘) 三藤加代子 (金沢二水) 川口美江子 (金沢伏見)

山崎しのぶ (金沢商業) 山下　一義 (金沢辰巳丘) 村戸　　徹 (県立工業)

正村　泉一 (金沢桜丘) 小幡　喜宏 (金 沢 西) 髙倉　英明 (金沢北陵)

山口　文彦 (金沢向陽) 小篠　　聡 (内　　灘) 西東　直人 (金沢市立工業)

中澤　宏一 (金沢大学附属) 杉浦外美夫 (金　　沢) 堀岡満喜子 (北陸学院)

嶋田　　司 (遊 学 館) 村中　幸子 (金沢学院大学附属)山下　一夫 (金沢龍谷)

鍋谷　正二 (星　　稜) 山本　智秀 (津　　幡) 金岡　利宏 (宝　　達)

梅本　浩照 (羽　　咋) 北野　浩和 (羽咋工業) 江上　雅宏 (志　　賀)

杉澤　寿治 (鹿　　西) 仁八　　潔 (七尾東雲) 大西　　誠 (七　　尾)

上坂　俊就 (鵬 学 園) 長田弥十雄 (田 鶴 浜) 大工　高志 (穴　　水)

中澤　　賢 (門　　前) 平野　　敏 (輪　　島) 浅川　正人 (日本航空石川)

角　　秀明 (能　　登) 笹谷　聰史 (飯　　田) 南　　誠治 (加賀聖城)

森　　博之 (小 松 北) 中野　好光 (金沢中央) 井上　政人 (羽　　松)

岡野　　清 (七尾城北) 中山　博子 (ろう学校) 岡部　康英 (小松特別支援)

釜親　明子 (明和特別支援) 橋本　祐之 (いしかわ特別支援)山本　　仁 (金沢大学附属特別支援)

道下　雅美 (七尾特別支援)

監　　事 六反田雅宏 (小松商業) 仁八　　潔 (七尾東雲) 村中　幸子 (金沢学院大学附属)

理 事 長 糀　　高晴 (金沢桜丘)

副理事長 川端　孝博 (小松明峰) 中村　兼希 (金 沢 西) 高柴　礼奈 (鵬 学 園)
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正村　泉一（金沢桜丘）

河内聡一郎（寺　　井）　　　　　山本　智秀（津　　幡）

大工　高志（穴　　水）　　　　　山下　一夫（金沢龍谷）

北野　喜樹（県教育長）　　　　　中村　義治（県高校長協会長）

居村　吉記（県保健体育課長）



常任理事 宮西　良岳 (県 教 委) 若林　伸之 (大聖寺実業) 小谷　貴博 (寺　　井)

丹内　周子 (野々市明倫) 宮田　一英 (金沢錦丘) 波佐間美樹 (金　　沢)

安達　裕子 (星　　稜) 中西　外幸 (七　　尾)

総務理事 山田　　潤 (小　　松) 本田　祐樹 (鶴　　来) 上内　友貴 (金沢泉丘)

竹本　　茜 (金沢商業) 久保　洸旗 (金沢桜丘) 宮村　　徹 (津　　幡)

岡田　英典 (七尾東雲)

理　　事 若林　伸之 (大聖寺実業) 達　　光洋 (大 聖 寺) 今西　　聡 (加　　賀)

田村　智成 (小松商業) 山上　茂信 (小松工業) 川端　孝博 (小松明峰)

山田　　潤 (小　　松) 笹生　裕子 (小松市立) 西田　祥平 (小松大谷)

小谷　貴博 (寺　　井) 本田　祐樹 (鶴　　来) 中西　拓磨 (松　　任)

林　　文夫 (翠　　星) 丹内　周子 (野々市明倫) 宮田　一英 (金沢錦丘)

上内　友貴 (金沢泉丘) 西川　大貴 (金沢二水) 今川　　徹 (金沢伏見)

竹本　　茜 (金沢商業) 吉田　亮介 (金沢辰巳丘) 生田　佳澄 (県立工業)

久保　洸旗 (金沢桜丘) 中村　兼希 (金 沢 西) 岡田　大道 (金沢北陵)

山首　一恵 (金沢向陽) 片岡　信忠 (内　　灘) 北橋　純子 (金沢市立工業)

真喜志みどり (金沢大学附属) 波佐間美樹 (金　　沢) 渡辺　大輔 (北陸学院)

吉田　昌史 (遊 学 館) 中島　義春 (金沢学院大学附属)居村　剛士 (金沢龍谷)

安達　裕子 (星　　稜) 宮村　　徹 (津　　幡) 油野　知加 (宝　　達)

中越　早代 (羽　　咋) 松山御勇大 (羽咋工業) 稲田　浩平 (志　　賀)

向田　圭吾 (鹿　　西) 岡田　英典 (七尾東雲) 中西　外幸 (七　　尾)

高柴　礼奈 (鵬 学 園) 上延　祐介 (田 鶴 浜) 西村　　翼 (穴　　水)

羽部　康徳 (門　　前) 山下　友子 (輪　　島) 橋本　昌和 (日本航空石川)

嶽　　桂輔 (能　　登) 米澤　正子 (飯　　田) 藤澤　英己 (加賀聖城)

坂下　康政 (小 松 北) 門間　昭彦 (金沢中央) 倉脇　寛支 (羽　　松)

白藤　金一 (七尾城北) 細川　芳範 (ろう学校) 宮下　　翼 (小松特別支援)

達　　珠美 (明和特別支援) 西村　幸祐 (いしかわ特別支援)中村由美子 (金沢大学附属特別支援)

町野　哲矢 (七尾特別支援) 宮西　良岳 (県 教 委)

事務局長 糀　　高晴

事務局員 野崎美智恵

石川県高等学校体育連盟事務局

〒920-0818　金沢市大樋町16-1

石川県立金沢桜丘高等学校内

TEL:(076)252-4273　 FAX:(076)252-4274

http://www.ishikawa-koutairen.jp/


