
 

令和４年度 岩手県高等学校体育連盟専門部役員一覧 

№ 専門部 部　長 副部長 委員長 副委員長 強化委員長
陸上競技 寒河江　和広 村上　智芳 髙屋敷　真悟 佐々木 優次 藤井　雅史

(北上翔南) (種市) （北上翔南) （盛岡第四) （盛岡第一)
体　　操 小原　由紀 瀬戸　和彦 伊藤　匡一　 松本　和範 佐藤　加奈子

(盛岡北) (盛岡市立) (盛岡南) (専大北上･体操) (花巻南)
本堂　厚子
(盛岡第三･新体操)

水　　泳 宮　　　学 晴山　　俊 武田　孝紀 佐々木　靖史 佐々木佳穂
(金ケ崎) （山田) (大船渡) (不来方・競泳、飛込) (久慈工業)

佐藤　禎信 伊藤　秀幸
（宮古北） (黒沢尻工業・水球)

バスケットボール 青木　裕信 清川　義彦 松戸　健作 折舘　辰弥 後藤　靖宏
(釜石) （不来方) (水沢) （一戸) (盛岡工業)

大内　誠光
（水沢第一)

バレーボール 佐々木　佳史 上柿　　剛 田中　基 吉田　幸大 相馬　高志
(雫石) （盛岡第四) (盛岡北) (盛岡第二) (盛岡南)

佐々木　光男
(盛岡工業)

卓　　球 菅原　　基 佐々木　直美 細川　健治 大川　貴士 三浦　邦広
（一関工業) (黒沢尻工業) (盛岡第二) (福岡工業) (一関第一)

寒河江　和広 伊藤　仁士
(北上翔南) (盛岡第四)

ソフトテニス 須川　和紀 金濱　千明 安藤　綾二 平　　佳幸 川口　倫
(花巻北) （軽米) (久慈東) (水沢商業) (花巻南)

サッカー 髙橋　克壽 三浦　　立 進藤　祐一 川村　興司 湊　　博之
(盛岡商業) (遠野) (盛岡市立) （盛岡北) (釜石)

工藤　竜也
（遠野)

ラグビーフットボール 瀬戸　和彦 佐々木　直美 小田島　康人 田中舘　光 田中舘　光
(盛岡市立) （黒沢尻工業) (黒沢尻北) (岩手) (岩手)

金丸　　健
(不来方)

ハンドボール 谷藤　節雄 阿部　圭次 齋藤　　崇 内記　 徹 大沢　　勝
(紫波総合) (盛岡南) (盛岡第一) (花巻北) （不来方)

須川　和紀
(花巻北)

バドミントン 坂井　廣幸 鈴木　　裕　　渡邉　清一 平賀　隆之 千田  一馬
(前沢) (宮古) (花北青雲) (専大北上) (水沢第一)

里舘　文彦
（一関第一)

相　　撲 北島　　亨 畠山　一弘 鈴木　裕介 右京　勝男 右京　勝男
（平舘) (盛岡農業) (平舘) (盛岡農業) (盛岡農業)

ボクシング 日當　仁己 菅野　修一 長内　　亮 及川　智文 鬼柳　忠彦
(水沢工業) (水沢農業) (盛岡南) (花巻農業)(江南義塾盛岡)

柔　　道 菅　　常久 小船　光浩 熊谷　一郎 小泉　康長 藤原　伸也
（葛巻） （花巻農業) （大船渡東） (千厩) (盛岡第一)

和合　　徹
(盛岡南)

自転車競技 谷藤　節雄 鎌田　大樹 猿舘　　貢 宮　　弘行
(紫波総合) (紫波総合) (紫波総合) (盛岡農業)

齋藤　　謙
(大迫)

ソフトボール 佐々木　伸良 松場　喜美夫 菅　　康裕 千葉　賢一 原田　智生
(花北青雲) (千厩) (宮古商工) (一関第一) (久慈東)

千葉　律子
（高田)

軟式野球 佐々木　直美 梅津　久仁宏 佐々木　貴光 菅原　　司 菅野　裕二
(黒沢尻工業) (盛岡第一) (盛岡商業) (花巻東) (専大北上)

佐藤　　修司
（盛岡商業)
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№ 専門部 部　長 副部長 委員長 副委員長 強化委員長
ス キ ー 阿部　圭次 北島　　亨 松浦　高行 伊東　雄一 瀬川　康明

（盛岡南) (平舘) (平舘) (盛岡中央) (盛岡第三)
スケート 畠山　一弘 佐々木　光男 植津　悦典 佐々木　康明 小林　由美子

(盛岡農業) (盛岡工業) (盛岡工業) (岩手) (盛岡工業)
剣　　道 根反　　馨 継枝　　斉 赤嵜　竜一 鎌田　壮洋 山蔭　政徳

(福岡) （大槌） (盛岡南) (宮古) (遠野)
　 古舘　　将

(宮古)
弓　　道 及川　浩純 菅野　誠二 藤田　直樹 千條　　惇 千田　　晃

(黒沢尻北) (水沢) (黒沢尻工業) (水沢） (黒沢尻工業)
日野澤　明彦 斎藤　信太郎

(伊保内) （盛岡第一）
登　　山 三田　正巳 畠澤　　秀 筑後　泰司 菊池　俊輔

(大迫) （盛岡第四） (盛岡農業) (平舘)
鬼川　博昭

（盛岡南）
ヨ ッ ト 鈴木　　卓 小野寺　優 児玉　晃寛 児玉　晃寛

(宮古商工) （宮古商工) （宮古) （宮古)
ボ ー ト 駒込　武志 佐々木　佳史 五十嵐　誠 髙橋　美紀子 細越　哲浩

(西和賀) (雫石) (黒沢尻工業) (西和賀) (雫石)
小松　敦子

(雫石)
ウエイトリフティング 軍司　　悟 藤原　徳久 今井　達浩 齊藤　雄司 芦渡　　翔

(岩谷堂) (久慈工業) (盛岡工業) （岩谷堂) (久慈工業)
レスリング 村上　智芳 佐々木　光男 上野　堅太郎 大向　　光 濱道　秀人

(種市) (盛岡工業) (宮古商高) (種市) (種市)
鈴木　　卓

(宮古商工)
フェンシング 石井　美樹子 寒河江　和広 田村　　明 鷲塚　彰人 安田　有希

(一関第二) (北上翔南) (一関第二) (一関第二) （北上翔南)
テ ニ ス 和田　健一郎 鈴木　　卓 藤島　　努 小野寺　幸太郎佐藤　潤一

(岩手) （宮古商工） (福岡工業) (盛岡北) （盛岡工業)
ホッケー 菊池　省治 清川　義彦 岩舘　直也 福士　紘平 福士　紘平

(沼宮内) (不来方) (沼宮内) (沼宮内) (沼宮内)
空 手 道 鈴木　　裕 晴山　　俊 湊　　慎一 小野　久雄 澤口　悠也

(宮古) (山田) (宮古) （大船渡) (釜石)
馬  　術 菅野　修一 佐々木　寛 鈴木　美穂子 伊藤　加奈子 高橋　康博

(水沢農業) (久慈東) (水沢農業) (水沢農業) （水沢農業）
アーチェリー 小山　秀司 浅沼　千明 角　　清一 早川　　真 鈴木　啓太郎

(住田) (盛岡白百合) (盛岡工業) （花巻北) (盛岡白百合)
なぎなた 上野　光久 伊東　道夫 菅原　和子 水尻亜矢子 大澤　　彩

（一戸) （釜石商工) (盛岡第二) (盛岡誠桜) (釜石商工)
細川都也子

（一戸)
カ ヌ ー 清川　義彦 小野　幸一 大地　啓之 大地　啓之

(不来方) (不来方) (不来方) (不来方)
硬式野球 佐々木　光男 日野澤　明彦 大木　秀一 柳谷　和人 川又　範明

(盛岡工業) (伊保内) (盛岡工業) (盛岡工業) (盛岡第一)
北島　　亨 畠山　剛

(平舘) (盛岡工業)
佐々木　直美
(黒沢尻工業)

定時制・通信制 髙橋　正浩 菊池　　治 佐々木　治彦 下新井田　実 藤村　あおい
(杜陵) (杜陵) (杜陵) (杜陵) (杜陵)

小松代　元
(杜陵奥州校)

研 究 部 阿部　圭次 谷藤　節雄 相馬　高志 【常任委員】 及川　雄輝
(盛岡南) (紫波総合) (盛岡南) 和合　　徹 (盛岡南）

森山　　学 青木　貞志 吉田　哲郎
（盛岡聴覚支援) （盛岡南） (県高体連事務局・盛岡第三)
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