
京都府高等学校体育連盟　歴代三役（会長・副会長・総務部長）年表

年 代 氏　　名 所属校 年 氏　　名 所属校 年 氏　　名 所属校 年 氏　　名 所属校 年 氏　　名 所属校 年 氏　　名 所属校 年 氏　　名 所属校

23 初 幸村 法輪 23 23 23 23 23 23
24  幸村 法輪 24 　 　 24 　 　　 24 田中 実雄 西舞鶴 24 24 24
25  幸村 法輪 25 　 　 25 　 　　 25 田中 実雄 西舞鶴 25 25 25
26 2 奥谷 久彦 26 　 　 26 　 　　 26 田中 実雄 西舞鶴 26 26 26
27 奥谷 久彦 27 　 　 27 　 　　 27 田中 実雄 西舞鶴 27 27 27
28 奥谷 久彦 28 　 　 28 　 　　 28 田中 実雄 西舞鶴 28 28 28
29 奥谷 久彦 29 　 　 29 　 　　 29 田中 実雄 西舞鶴 29 29 29
30 奥谷 久彦 30 　 　 30 　 　　 30 小菅 謙三 福知山 30 30 30
31 3 倉知 栄雄 31 　 　 31 　 　　 31 小菅 謙三 福知山 31 31 31
32 倉知 栄雄 32 　 　 32 　 　　 32 小菅 謙三 福知山 32 32 32
33 倉知 栄雄 33 　 　 33 　 　　 33 小菅 謙三 福知山 33 33 33
34 倉知 栄雄 34 　 　 34 　 　　 34 小菅 謙三 福知山 34 34 34
35 倉知 栄雄 35 　 　 35 　 　　 35 菊地 栄治 綾　部 35 35 35
36 倉知 栄雄 36 　 　 36 　 　　 36 林 新之助 福知山 36 36 36
37 倉知 栄雄 鴨　沂 37 林　 清一 紫　野 37 高屋 定由 精　華 37 林 新之助 福知山 37 37 37
38 倉知 栄雄 38 　 　 38 　 　　 38 林 新之助 福知山 38 38 38
39 倉知 栄雄 39 　 　 39 　 　　 39 林 新之助 福知山 39 39 39

40 4 高屋 定由 精　華 40
(府)小泉 義兵
(市)林　 清一

桃　山
紫　野

40 　 　　 40 笹田 得治 綾　部 40 40 40 深井 隆三 山　城

41 高屋 定由 精　華 41
(府)田中 実雄
(市)西村 　稔

洛　東
洛陽工業

41 　 　　 41 笹田 得治 綾　部 41 41 41 深井 隆三 山　城

42 高屋 定由 精　華 42
(府)田中 実雄
(市)西村 　稔

洛　東
洛陽工業

42 　 　　 42 八木 格治 西舞鶴 42 42 42 深井 隆三 山　城

43 5 田中 実雄 洛　東 43 三浦 総一郎 西京商業 43 　 　　 43 八木 格治 西舞鶴 43 43 43 深井 隆三 山　城
44 田中 実雄 洛　東 44 三浦 総一郎 西京商業 44 藤原 弘道 東　山 44 草薙 武吉 石　原 44 44 平井 新司 木　津 44 深井 隆三 山　城
45 6 三浦 総一郎 西京商業 45 平井 新司 木　津 45 藤原 弘道 東　山 45 草薙 武吉 石　原 45 45 平井 新司 木　津 45 深井 隆三 山　城
46 三浦 総一郎 西京商業 46 岡田 　茂 紫　野 46 藤原 弘道 東　山 46 草薙 武吉 石　原 46 46 深井 隆三 網　野 46 小倉 　馨 朱　雀
47 7 平井 新司 木　津 47 岡田 　茂 紫　野 47 藤原 弘道 東　山 47 草薙 武吉 石　原 47 47 深井 隆三 網　野 47 小倉 　馨 朱　雀
48 平井 新司 朱　雀 48 甲斐 荘真男 西京商業 48 広小路 亨 大　谷 48 高宮　 健 西舞鶴 48 藤沢　 胖 堀　川 48 川田 平八 宇　治 48 小倉 　馨 朱　雀
49 平井 新司 朱　雀 49 甲斐 荘真男 西京商業 49 広小路 亨 大　谷 49 高宮　 健 西舞鶴 49 上村 栄一 桃　山 49 川田 平八 宇　治 49 小倉 　馨 鴨　沂
50 8 深井 隆三 東宇治 50 服部 梶蔵 堀　川 50 広小路 亨 大　谷 50 塩見 平一 福知山 50 佐藤 武雄 堀川専修 50 木村 正一 桃　山 50 向田 実雄 朱　雀
51 深井 隆三 東宇治 51 吉田 辰男 紫　野 51 広小路 亨 大　谷 51 塩見 平一 福知山 51 佐藤 武雄 堀川専修 51 木村 正一 桃　山 51 向田 実雄 朱　雀
52 深井 隆三 東宇治 52 吉田 辰男 紫　野 52 川田 平八郎 宇　治 52 田崎 武通 宮　津 52 井上 幹雄 桃　山 52 長澤 克巳 八　幡 52 井上 幹雄 桃　山
53 深井 隆三 東宇治 53 仲田 一郎 西京商業 53 川田 平八郎 宇　治 53 田崎 武通 宮　津 53 塩川 鑅一 朱　雀 53 長澤 克巳 八　幡 53 塩川 鑅一 朱雀鳥羽
54 9 栢分 次郎 西宇治 54 仲田 一郎 堀　川 54 谷沢　 允 大　谷 54 高橋   武 福知山 54 塩川 鑅一 朱　雀 54 長澤 克巳 八　幡 54 塩川 鑅一 朱雀鳥羽
55 栢分 次郎 西宇治 55 津村 俊勝 銅駝美工 55 南元 昭治 成安女子 55 高橋   武 福知山 55 塩川 鑅一 朱　雀 55 長澤 克巳 八　幡 55 塩川 鑅一 朱雀鳥羽
56 10 長澤 克己 桃　山 56 門前　 和 堀　川 56 上宮 厚慧 大　谷 56 梅原　 康 綾　部 56 塩川 鑅一 朱　雀 56 上村 秋三 桂 56 塩川 鑅一 朱雀通信
57 長澤 克己 桃　山 57 青山　 弘 日吉ヶ丘 57 上宮 厚慧 大　谷 57 川井　 尚 東舞鶴 57 塩川 鑅一 朱　雀 57 上村 秋三 桂 57 塩川 鑅一 朱雀通信
58 長澤 克己 桃　山 58 青山　 弘 日吉ヶ丘 58 上宮 厚慧 大　谷 58 川井　 尚 東舞鶴 58 森下　 清 西舞鶴 58 上村 秋三 桂 58 手塚 　晃 洛　北
59 長澤 克己 桃　山 59 青山　 弘 日吉ヶ丘 59 上宮 厚慧 大　谷 59 川井　 尚 東舞鶴 59 塩川 鑅一 朱　雀 59 上村 秋三 桂 59 手塚 　晃 洛　北
60 11 城戸 秀夫 鳥　羽 60 中塚　 優 銅駝美工 60 藤井 　正 平　安 60 小畑 了爾 西舞鶴 60 塩川 鑅一 朱　雀 60 岡田   肇 東　稜 60 北 幸之助 鳥　羽
61 城戸 秀夫 鳥　羽 61 中塚　 優 銅駝美工 61 藤井 　正 平　安 61 小畑 了爾 西舞鶴 61 児玉 輝之 綾　部 61 岡田   肇 東　稜 61 片岡 芳美 洛　北
62 城戸 秀夫 洛　北 62 中塚　 優 銅駝美工 62 藤井 　正 平　安 62 村上 高一 東舞鶴 62 児玉 輝之 綾　部 62 吉本   勉 鳥　羽 62 片岡 芳美 洛　北
63 城戸 秀夫 洛　北 63 中塚　 優 銅駝美工 63 藤井 　正 平　安 63 村上 高一 東舞鶴 63 安井 敏和 山　城 63 吉本   勉 鳥　羽 63 片岡 芳美 洛　北
元 12 増田   潔 桃　山 元 中塚　 優 銅駝美工 元 藤井 　正 平　安 元 大江 正美 峰　山 元 安井 敏和 山　城 元 吉本   勉 鳥　羽 元 片岡 芳美 洛　北
2 増田   潔 桃　山 2 中塚　 優 銅駝美工 2 藤井 　正 平　安 2 齊藤 雅晴 峰　山 2 安井 敏和 山　城 2 吉本   勉 鳥　羽 2 丸尾 宣弘 洛　北
3 13 吉本   勉 桃　山 3 安藤 満洲穂 洛陽工業 3 眞木 意令 京都学園 3 小林 　靖 綾　部 3 小野田 徹 鳥　羽 3 吉田 昭雄 商　業 3 片岡 芳美 朱　雀

4 吉本   勉 桃　山 4 今坂　 尚 紫　野 4 藤井 和雄 平　安 4 小林 　靖 綾　部 4 小野田 徹 鳥　羽 4 吉田 昭雄 商　業 4
片岡 芳美
亥野 敦雄

桃　山
洛　北

5 吉本   勉 桃　山 5 今坂　 尚 紫　野 5 藤井 和雄 平　安 5 土師 正士 福知山 5 片岡 芳美 桃　山 5 小西   智 木　津 5 亥野 敦雄 洛　北
6 吉本   勉 桃　山 6 今坂　 尚 紫　野 6 藤井 和雄 平　安 6 土師 正士 福知山 6 片岡 芳美 桃　山 6 盛山   修 南八幡 6 亥野 敦雄 洛　北
7 吉本   勉 桃　山 7 今坂　 尚 紫　野 7 野田 秀雄 華頂女子 7 小谷 四雄 宮　津 7 山口 勝弘 鴨　沂 7 村上 知生 鳥　羽 7 西山 正文 洛　北
8 14 村上 知生 鳥　羽 8 池垣 伊三郎 伏見工業 8 野田 秀雄 華頂女子 8 小谷 四雄 宮　津 8 木村 宣隆 鳥　羽 8 中野 成治 乙  訓 8 西山 正文 洛　北
9 村上 知生 鳥　羽 9 池垣 伊三郎 伏見工業 9 眞木 意令 京都学園 9 土師 正士 西舞鶴 9 吉田 荘治 山　城 9 中野 成治 乙  訓 9 田口 終男 洛　北
10 村上 知生 鳥　羽 10 池垣 伊三郎 伏見工業 10 眞木 意令 京都学園 10 寺田 俊男 西舞鶴 10 中坂　 進 山　城 10 中野 成治 商　業 10 田口 終男 洛　北
11 15 岡本 忠行 西城陽 11 山崎 　晃 堀　川 11 眞木 意令 京都学園 11 寺田 俊男 西舞鶴 11 中坂　 進 山　城 11 前田   勉 久御山 11 中村 行雄 鴨　沂
12 岡本 忠行 西城陽 12 山崎 　晃 堀　川 12 眞木 意令 京都学園 12 寺田 俊男 西舞鶴 12 中坂　 進 鴨　沂 12 前田   勉 久御山 12 和田 昌昭 鳥　羽
13 16 前田　 勉 久御山 13 山崎 　晃 堀　川 13 眞木 意令 京都学園 13 松本 慶満 峰　山 13 中坂　 進 鴨　沂 13 亥野 敦雄 北桑田 13 澤田 安之 朱雀定時
14 前田　 勉 久御山 14 山崎 　晃 堀　川 14 寺岡 邦章 京都明徳 14 松本 慶満 峰　山 14 澤田 安之 朱雀定時 14 亥野 敦雄 北桑田 14 杉山 雅紀 桃  山
15 17 吉田 荘治 桂 15 大和崎 修二 伏見工業 15 寺岡 邦章 京都明徳 15 福本 　清 東舞鶴 15 杉山 雅紀 桃　山 15 田邉 誠志 乙  訓 15 真里谷 隆司 北桑田美山
16 吉田 荘治 桂 16 大和崎 修二 伏見工業 16 寺岡 邦章 京都明徳 16 加藤　 寛 東舞鶴 16 吉田 春雄 朱雀定時 16 田邉 誠志 乙  訓 16 真里谷 隆司 北桑田美山
17 　 吉田 荘治 桂 17 明尾　 惠 塔　南 17 川崎 昭治 立命館宇治 17 田口 生夫 綾　部 17 小野　 勇 桃　山 17 關本 卓男 須　知 17 塩見 正典 福知山三和
18 18 關本 卓男 桂 18 明尾　 惠 塔　南 18 川崎 昭治 立命館宇治 18 内藤 行雄 綾　部 18 湯谷　 登 鴨　沂 18 唐松 秀幸 洛　東 18 塩見 正典 福知山三和
19 　 關本 卓男 桂 19 明尾　 惠 塔　南 19 北村 　聡 京都外大西 19 橘　 隆弘 宮　津 19 山本 一成 朱雀通信 19 唐松 秀幸 洛　東 19 塩見 正典 綾　部
20 19 唐松 秀幸 洛　東 20 明尾　 惠 塔　南 20 玉木 正弘 福知山成美 20 高倉 宏尚 宮　津 20 由里 広一 鳥　羽 20 吉田 龍一 農　芸 20 北川 鯉平 東舞鶴浮島
21 　 唐松 秀幸 洛　東 21 道越 隆夫 伏見工業 21 玉木 正弘 福知山成美 21 坂根 文伸 福知山 21 由里 広一 鳥　羽 21 山本 誠三 乙  訓 21 温井 裕二 朱雀定時
22 20 山本 誠三 乙　訓 22 道越 隆夫 伏見工業 22 玉木 正弘 福知山成美 22 坂根 文伸 福知山 22 由里 広一 鳥　羽 22 眞里谷 隆司 北桑田 22 咲本　薫 朱雀通信
23 山本 誠三 乙　訓 23 道越 隆夫 伏見工業 23 玉木 正弘 福知山成美 23 倉垣　誠 西舞鶴 23 由里 広一 鳥　羽 23 眞里谷 隆司 北桑田 23 咲本　薫 朱雀通信
24 　 山本 誠三 乙　訓 24 道越 隆夫 伏見工業 24 玉木 正弘 福知山成美 24 福井 秀之 西舞鶴 24 咲本　　薫 桃　山 24 渡邉　　孝 桂 24 石田　充学 朱雀通信
25 21 渡邉   孝 桂 25 大江 加津雄 日吉ヶ丘 25 北村 　聡 京都外大西 25 渡利 謙太郎 峰　山 25 石田 充学 朱雀通信 25 杉本 憲一 久御山 25 増田　恒 鴨　沂
26 渡邉   孝 桂 26 大江 加津雄 日吉ヶ丘 26 北村 　聡 京都外大西 26 渡利 謙太郎 峰　山 26 石田 充学 朱雀通信 26 杉本 憲一 田辺 26 中嶋 知彦 鳥　羽
27 　 渡邉   孝 桂 27 竹田 昌弘 紫　野 27 北村 　聡 京都外大西 27 福井 真介 綾　部 27 三木 孝史 朱雀定時 27 川合 英之 乙　訓 27 中嶋 知彦 鳥　羽
28 22 大溝 誠則 北嵯峨 28 竹田 昌弘 西　京 28 佐々井 宏平 京都学園 28 福井 真介 綾　部 28 三木 孝史 朱雀定時 28 越智 雅之 乙　訓 28 川合 寛明 鴨　沂

29 23 角井 弘之 東　稜 29 𠮷田 明弘 紫　野 29 佐々井 宏平 京都学園 29
安岡 貞夫
中道　浩

東舞鶴 29 三木 孝史 朱雀定時 29 越智 雅之 乙　訓 29 川合 寛明 鴨　沂

30 　 角井 弘之 東　稜 30 𠮷田 明弘 紫　野 30 佐々井 宏平 京都学園 30 中道　浩 東舞鶴 30 三木 孝史 朱雀定時 30 越智 雅之 乙　訓 30 川合 寛明 鴨　沂
元 　 角井 弘之 桂 元 𠮷田 明弘 紫　野 元 佐々井 宏平 京都学園 元 長島 雅彦 峰　山 元 岡田 　寛 鳥　羽 元 越智 雅之 乙　訓 元 塩川 拓司 朱雀定時
2 　 角井 弘之 桂 2 𠮷田 明弘 紫　野 2 佐々井 宏平 京都学園 2 長島 雅彦 峰　山 2 長谷川　博征 桃　山 2 村上　昌司 西城陽 2 高山　康彦 鳥　羽
3 24 村上 昌司 西城陽 3 小野　恭裕 塔　南 3 佐々井 宏平 京都先端科学大附 3 宮下　繁 福知山 3 高山　康彦 鳥　羽 3 山本　哲嗣 朱　雀 3 藤原　秀規 桃山

会長（府立） 副会長（市立） 副会長（私立） 副会長（両丹支部長・府立） 副会長（定通教頭・府立） 総務部長（府立）
総務部副部長［H21～］
（旧：定通制総務部長）

（定通教頭・府立）

　　


