
※　研究調査部組織は、５月２７日開催の第１回研究部会で決定します。

三浦　　浩 和泉　勝之 鴫原　和敬

福島一中 福島一中 郡山一中 東北中 坂下中 植田中 原町二中

五十嵐正彦 小泉　俊夫 和田　安吉

湯本一中 西信中 片平中 棚倉中 西会津中 湯本一中 中村一中
10 サッカー

小泉　俊夫 阿部　孝寿 宗形　俊二 深谷　昇司

若松　幸一 若松　幸一 佐藤　裕一 布施　祥平

塚原　直樹 村上　貴教 遠藤　正一

坂下中 東和中 明健中 大信中 坂下中 上遠野中 葛尾中

佐藤　忠一 新田　泰尋 佐藤　公一

若松五中 山木屋中 稲田中 大信中 若松五中 田人中 飯舘中
9 バドミントン

佐藤　忠一 岩野　政二 八木沼孝夫 益子　　朗

塚原　直樹 松原　紀之 畠　　元章 三森雄一朗

落合伸一郎 花塚　　寛 佐藤　宏幸

一箕中 二本松二中 守山中 塙中 一箕中 植田中 中村一中

長澤　　潤 小野　匡之 佐藤　恭司

本宮二中 本宮二中 郡山二中 泉崎中 大戸中 中央台南中 石神中
8 卓球

橋本　公秀 橋本　公秀 菊地　敏美 桑原　　透

落合伸一郎 本田　恵一 赤石沢　満 鈴木　啓一

浅野　浩士 滝澤　英雄 猪股　尚文

中村一中 安達中 小野中 矢吹中 若松六中 勿来一中 中村一中

佐藤　信昭 松本　仁志 鈴木　　太

会北中 福島一中 日和田中 矢祭中 会北中 小名浜二中 原町三中
7 ソフトテニス

佐藤　信昭 佐藤　浩哉 家久来三典 草野　　仁

猪股　尚文 二階堂裕之 箭内　広光 合津　　芳

宮島　康之 金賀　　大 西　かなえ

岳陽中 岳陽中 安積二中 表郷中 下郷中 錦中 鹿島中

芳賀　　稔 早川俊也 本間　義和

中島中 松陵中 都路中 中島中 舘岩中 勿来二中 磯部中
6 バレーボール

渡邉　泰昌 加藤　芳宏 中山　智成 渡邉　泰昌

酒井　　宏 酒井　　宏 門脇三喜子 山本　仁士

永島　　忠 渡邉　　仁 佐藤　雄一

緑ケ丘中 梁川中 緑ケ丘中 浅川中 喜多方三中 湯本一中 中村一中

星　　信男 菊池　泰高 和田　節子

長沼中 福島二中 長沼中 塙中 北会津中 磐崎中 原町二中
5 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ

小貫　崇明 土田　　宏 小貫　崇明 髙田　健一

山内　　隆 菅野　直幸 山内　　隆 佐藤　秀敬

佐々木淳一 鈴木　　均 蓑野　邦好

明健中 清水中 明健中 玉川泉中 若松四中 泉中 向陽中

鈴木　雅彦 秋元　拓也 箭内　仁史

渡利中 渡利中 須賀川二中 東北中 湯川中 錦中 向陽中
4 ソフトボール

石川　幸男 石川　幸男 薄井　英一 星　　喜博

佐藤　真一 佐藤　　誠 佐藤　真一 橋本洋二朗

薄　　和也 志賀　吉平 小泉　　亮

蓬萊中 蓬萊中 富田中 東中 若松五中 湯本一中 尚英中

佐久間一晃 若松　真一 伊藤　浩樹

船引南中 白沢中 船引南中 白河中央中 湊中 植田東中 原町一中
3 軟式野球

真船　　毅 金成　智子 真船　　毅 大竹　宏之

川名　　仁 川名　　仁 吉田　　悟 青木　哲也

渡部　洋一 大河原真美 遠藤　尚美

若松一中 信陵中 郡山五中 白河中央中 若松一中 泉中 楢葉中

渡部　幹雄 永山　弘泰 堀川　泰宏

高瀬中 信陵中 高瀬中 矢祭中 若松二中 平二中 小高中
2 水泳競技

高橋　国雄 福地　淳一 高橋　国雄 草野　　仁

渡部　洋一 押部　逸哉 命長　敬史 滝田千鶴子

渡部　裕也 鈴木　祐治 中山　芳文

福島三中 福島三中 西田学園 古殿中 若松一中 泉中 原町一中

阿久津光俊 草野　史郎 堀川　泰宏

立子山中 立子山中 湖南小中 白河南中 若松六中 内郷二中 小高中
1 陸上競技

佐藤　信行 佐藤　信行 仁平　光俊 土屋　好二

二瓶　　励 二瓶　　励 遊佐　智則 吉田　絢也

令和元年度　福島県中学校体育連盟　県及び各地区部会長・専門部委員長名簿

Ｎｏ 専門部名

県 県北地区 県中地区 県南地区 会津地区 いわき地区 相双地区

専門部会長

専門部委員長 専門部委員長 専門部委員長 専門部委員長 専門部委員長 専門部委員長 専門部委員長

専門部会長 専門部会長 専門部会長 専門部会長 専門部会長 専門部会長



　

・福島三中 ・ 郡山五中 棚倉中 ・ 勿来二中

・ 内郷二中 ・

二瓶　　励 ・ 佐々木英人 我妻　徹人 ・ 鷺谷　　仁 ・

・ 駅伝 ・

草野　史郎 ・ 馬場　哲明 角田　敏文 ・ 草野　史郎 ・

20
その他

（地区独自の
専門部）

県駅伝 ・ テニス ホッケー

内郷二中 ・ 天栄中 棚倉中

佐久間　唯 金賀　大 紺野　江里

二本松二中 郡山五中 ひらた清風中 北塩原一中 錦中 中村二中

小椋　　裕 吉田　信治 堀川　泰宏

信夫中 安積中 白河二中 若松一中 内郷一中 小高中
19 研究調査

斎藤　　剛 長沼　政美 高橋　　顕

多田慎之介 鈴木　直樹 大越　元昭

・ ・ ・

熱海中 山木屋中 熱海中 ・ ・ ・ ・

・ ・ ・

熱海中 山木屋中 熱海中 ・ ・ ・ ・
18 スケート

佐藤　　博 岩野　政二 佐藤　　博 ・

伏島　祐司 鹿目　秀樹 伏島　祐司 ・

古川　博之 ・ ・

東中 二本松一中 富田中 ・ 東中 ・ ・

川口　和彦 ・ ・

金山中 二本松三中 安積中 ・ 金山中 ・ ・
17 スキー

川口　和彦 渡部　祐司 長沼　政美 ・

古川　博之 菅野　広志 塚原　雅也 ・

・ 佐藤　陽子 ・

須賀川二中 月舘中 須賀川二中 白河中央中 ・ 藤間中 ・

・ 松本　　修 ・

平野中 平野中 守山中 白河中央中 ・ 藤間中 ・
16 体操競技

高橋　政広 高橋　政広 佐藤　士郎 大髙　文雄

橋本　和雄 田中　邦宏 橋本　和雄 有賀　京子

兼子　明美 山際　奈々 ・

信夫中 信夫中 郡山七中 ・ 若松一中 中央台北中 ・

土橋　康弘 松崎　伯文 ・

桜の聖母中 桜の聖母中 郡山七中 ・ 喜多方二中 玉川中 ・
15 新体操

髙城　友治 高城　友治 古川　尚弘 ・

本田　邦子 本田　邦子 山野邉美穂子 ・

瀧澤　豊弘 大竹　　学 伊賀　篤二

若松一中 霊山中 郡山一中 白河中央中 若松一中 桶売中 中村二中

今井　　仁 大竹　　学 西丸　　賢

一箕中 月舘中 安積中 浅川中 一箕中 桶売中 双葉中
14 相撲

今井　　仁 佐々木　透 長沼　政美 渡邊　宏文

瀧澤　豊弘 菅野　敏樹 原　　徳兆 田中　大輔

内山　　肇 渡辺　裕司 柴　　和宏

北信中 北信中 郡山ザベリオ中 石川中 ザベリオ学園中 内郷一中 原町一中

目黒　和志 鈴木　正人 高瀬　永志

広野中 桃陵中 大東中 西郷二中 北塩原一中 四倉中 広野中
13 剣道

髙瀬　永志 齋藤　一成 熊田　智仁 小林　敏史

國原　宣昌 國原　宣昌 濱田　　悠 緑川　　修

小野里　武 星　　有為 唯野　幸司

好間中 二本松三中 須賀川三中 西郷一中 坂下中 好間中 向陽中

安部　寿徳 渡邉　貴彦 反畑　増生

江名中 大鳥中 逢瀬中 塙中 河東学園中 江名中 尚英中
12 柔道

渡邉　貴彦 中村　　徹 小林　和文 金子　景二

星　　有為 尾形　泰裕 田代　英修 竹元　一史

・

・

二瀬中 北信中 二瀬中 石川中 ・ 中央台北中 ・

本田　　隆 齋藤　仁宏 本田　　隆 小林　　修 ・ 鈴木　雅人

会津地区 いわき地区 相双地区

11 ハンドボール

塩田　正信 熊谷　幸司 芳賀　　実 塩田　正信 ・

Ｎｏ 専門部名 県 県北地区 県中地区 県南地区

津田　直人 ・

石川中 川俣中 二瀬中 石川中 ・ 小川中


