
京都府高等学校体育連盟　歴代理事長・事務局長・事務局主事　年表

事務局長

～S59：事務局主事 ～H16：事務局書記
S60～：事務局長 H17～：事務局主事

年 氏　　名 年 氏　　名 年 氏　　名 氏　　名 氏　　名
23 遊津   孟 23 大槻 寅之助 23 柴田 徳造 　
24 遊津   孟 24 高橋 静夫 24 柴田 徳造 　
25 遊津   孟 25 高橋 静夫 25 柴田 徳造 　
26 中垣内 勝久 26 中本 健三 26 柴田 徳造 　
27 中垣内 勝久 27 中本 健三 27 柴田 徳造 　
28 中垣内 勝久 28 中本 健三 28 柴田 徳造 　
29 中垣内 勝久 29 中本 健三 29 柴田 徳造 　
30 中垣内 勝久 30 中本 健三 30 柴田 徳造 　
31 中垣内 勝久 31 中本 健三 31 柴田 徳造 　
32 中垣内 勝久 32 中本 健三 32 柴田 徳造 　
33 中垣内 勝久 33 中本 健三 33 柴田 徳造 　
34 平井 新司 34 恒川 俊夫 34 恒川 俊夫 　
35 平井 新司 35 恒川 俊夫 35 恒川 俊夫 　
36 平井 新司 36 恒川 俊夫 36 恒川 俊夫 　
37 平井 新司 37 小森 正己 37 山崎 晴代 　
38 平井 新司 38 小森 正己 38 本城 文子 　
39 平井 新司 39 大島   要 39 本城 文子 　
40 平井 新司 40 大島   要 40 本城 文子 　
41 平井 新司 41 大島   要 41 本城 文子 　
42 平井 新司 42 木村 高満 42 本城 文子 　

43 坪倉   勇 43
塩尻 安吉
大島   要

43 　 　

44 坪倉   勇 44
大島   要
田中 臣二

44 　 　

45 山岸 敏男 45
大島   要
田中 臣二

45 　 　

46 大島   要 46
来栖 幸男
藤井 隆至

46 松村 和子 秋田 みち子

47 大島   要 47
来栖 幸男
藤井 隆至

47 野村 令子 秋田 みち子

48 大島   要 48 藤井 隆至 48 野村 令子 　
49 大島   要 49 石井 元子 49 野村 令子 　
50 桝岡 義明 50 石井 元子 50 野村 令子 　
51 桝岡 義明 51 石井 元子 51 野村 令子 　
52 桝岡 義明 52 石井 元子 52 野村 令子 　
53 桝岡 義明 53 小西   智 53 熊谷 延子 　

54 川北 智世 54
小西   智
前田   勉

54 熊谷 延子 　

55 川北 智世 55
前田   勉
岡本 忠行

55 江村 俊夫 　

56 川北 智世 56
前田   勉
岡本 忠行

56 北川 雅一 　

57 川北 智世 57
前田   勉
岡本 忠行

57 北川 雅一 　

58 竹谷   悳 58
前田   勉
上村 清彦

58 富森 俊男 　

59 竹谷   悳 59
前田   勉
上村 清彦

59 尊鉢 隆史 岩田 　聡 荒木 千尋

60 橋詰 澄雄 60 前田   勉 60 金丸 富司夫 増田 麻佐子 大坪 賢治
61 橋詰 澄雄 61 前田   勉 61 金丸 富司夫 増田 麻佐子 大坪 賢治
62 岡本 忠行 62 前田   勉 62 波多野 光記 増田 麻佐子
63 岡本 忠行 63 前田   勉 63 波多野 光記 杉本 聡子
元 前田   勉 元 田邉 誠志 元 波多野 光記 杉本 聡子
2 前田   勉 2 田邉 誠志 2 秋田 裕子 松本 　朗
3 前田   勉 3 田邉 誠志 3 野村 克美 松本 　朗
4 前田   勉 4 田邉 誠志 4 森島 　茂 松本 　朗

5
芦田 紀男
岡本 忠行

5 田邉 誠志 5 森島 　茂 和田 栄一

6 山本 世志男 6 吉田 荘治 6 森島 　茂 和田 栄一 吉村 康佑
7 山本 世志男 7 吉田 荘治 7 森島 　茂 和田 栄一 吉村 康佑
8 山本 世志男 8 澤田 安之 8 森島 　茂 山田 毅郎 吉村 康佑
9 山本 世志男 9 澤田 安之 9 森島 　茂 山田 毅郎 吉村 康佑

10
山本 世志男
澤田 安之

10 浅野 賢一 10 森島 　茂 山田 毅郎

11 澤田 安之 11 浅野 賢一 11 森島 　茂 山田 毅郎
12 澤田 安之 12 浅野 賢一 12 森島 　茂 橋本 浩司
13 浅野 賢一 13 渡邉   孝 13 森島 　茂 橋本 浩司
14 浅野 賢一 14 渡邉   孝 14 岡西 秀明 橋本 浩司
15 福田 陽子 15 渡邉   孝 15 岡西 秀明 井上　 哲
16 福田 陽子 16 越智 雅之 16 奥村　 智 井上　 哲
17 山村 康夫 17 越智 雅之 17 奥村　 智 井上　 哲
18 山村 康夫 18 越智 雅之 18 奥村　 智 井上　 哲
19 渡邉　 孝 19 井上　 哲 19 杉浦 利哉
20 渡邉　 孝 20 井上　 哲 20 杉浦 利哉
21 大村 孝志 21 井上　 哲 21 杉浦 利哉 柳川　 元
22 角井 弘之 22 井上　 哲 22 小谷 栄二 柳川　 元
23 角井 弘之 23 小谷 栄二 23 柳川　 元
24 角井 弘之 24 小谷 栄二 24 桃井　 徹
25 角井 弘之 25 小谷 栄二 25 桃井　 徹 奥西   港
26 村上 昌司 26 村井 伸也 26 桃井　 徹 奥西   港
27 村上 昌司 27 塩川 拓司 27 錦織 三味 奥西   港
28 村上 昌司 28 塩川 拓司 28 錦織 三味 安部 俊之
29 柏木 佳久 29 塩川 拓司 29 錦織 三味 安部 俊之
30 柏木 佳久 30 塩川 拓司 30 勢井 健介 安部 俊之
元 柏木 佳久 元 谷口 直子 元 勢井 健介 松島 進之介
2 井上　 哲 2 谷口 直子 2 勢井 健介 松島 進之介
3 井上　 哲 3 谷口 直子 3 前川 翔太郞 松島 進之介

事務局主事
理事長


