
平成29年度

(公財)全国高等学校体育連盟自転車競技専門部　理事会役員名簿

役員 № 役職 氏名 所属 府県 ブロック 備考
顧問 坂井田 米治 向陽 京都 近畿

理事 1 部長 藤田　光司 倉吉総産 鳥取 中国
理事 2 副部長 早川　誠司 甲府工 山梨 関東
理事 3 理事長 中梶　秀則 科学技術 福井 北信越

理事 4 副理事長 中田　将次 千原台 熊本 九州 （選抜大会担当）

理事 5 常任理事 河田　拓也 倉吉総産 鳥取 中国 （総務部会長）

理事 6 常任理事 高畑　秀規 笠田 香川 四国 （競技運営部会長）

理事 7 常任理事 大野　直志 八戸工 青森 東北 （強化育成部会長）

理事 8 常任理事 小柳　　 勝 吉田 新潟 北信越 （広報部会長）

理事 9 常任理事 月成　憲一 祐誠 福岡 九州 （選抜大会担当）

理事 10 常任理事 中野目　啓 修明 福島 東北 （福島ｲﾝﾀｰﾊｲ担当）

理事 11 理事 平葭　正樹 高崎工 群馬 関東 （競技運営担当）

理事 12 理事 山本　明弘 浜松学院 静岡 東海 （H30総体担当）

理事 13 理事 堤谷　孝章 髙松工芸 香川 四国 （登録担当）

理事 14 理事 塚崎　邦嗣 由布 大分 九州 （司会進行担当）

理事 15 理事 田中　良泰 須知 京都 近畿 （強化育成担当）

事務局 1 事務局長 阿部　貴宏 総合工科 東京 関東 （競技運営担当）

監事 1 監事 池田　弘志 拓大紅陵 千葉 関東
監事 2 監事 中村　圭吾 取手一 茨城 関東

平成29年度

(公財)全国高等学校体育連盟自転車競技専門部　理事会役員名簿

部会 № 役職 氏名 所属 府県 ブロック 備考
総務 1 部会長 河田　拓也 倉吉総産 鳥取 中国 （総務部会長）

総務 2 部会員 月成　憲一 祐誠 福岡 九州 （常任理事）

総務 3 部会員 川上　　 等 笛吹 山梨 関東 （選挙管理委員）

総務 4 部会員 中野目　啓 修明 福島 東北 （常任理事）

総務 5 部会員 塚崎　邦嗣 由布 大分 九州 （理事）

総務 6 部会員 堤谷　孝章 髙松工芸 香川 四国 （理事）

総務 7 部会員 山本　明弘 浜松学院 静岡 東海 （理事）

総務 8 部会員 黒田　岳 葛西工 東京 関東
競技運営 1 部会長 高畑　秀規 笠田 香川 四国 （常任理事）

競技運営 2 部会員 平葭　正樹 高崎工 群馬 関東 （理事）

競技運営 3 部会員 寺崎　豪紀 法政二 神奈川 関東
競技運営 4 部会員 是永　　 一 佐野工科 大阪 近畿 （番組編成担当）

競技運営 5 部会員 岡本　　 健 和歌山北西校舎 和歌山 近畿
競技運営 6 部会員 馬場　秀朋 鹿町工 長崎 九州
競技運営 7 部会員 阿部　貴宏 総合工科 東京 関東 （事務局）

強化育成 1 部会長 大野　直志 八戸工 青森 東北 （常任理事）

強化育成 2 部会員 田中　良泰 須知 京都 近畿 （理事）

強化育成 3 部会員 塩田　英男 前橋育英 群馬 関東
強化育成 4 部会員 岡田　将太 取手一 茨城 関東
強化育成 5 部会員  林　　泰弘 桜丘 愛知 東海
強化育成 6 部会員 百々　敦史 朝明 三重 東海
強化育成 7 部会員 鈴木　徳彦 興国 大阪 近畿
強化育成 8 部会員 荒木　就平 南大隅 鹿児島 九州
強化育成 9 部会員 圓谷　崇 新潟聾 新潟 北陸
強化育成 10 部会員 市野　育人 北桑田 京都 近畿
広報 1 部会長 小柳　　 勝 吉田 新潟 北信越 （常任理事）

広報 2 部会員 今井 喜代治 城東工科 大阪 近畿
広報 3 部会員 城念　久雄 膳所 滋賀 近畿
広報 4 部会員 葛谷　　誠 岐南工 岐阜 東海


