
令和３年度　ブロック専門委員一覧

北部ブロック専門委員

専門部名

陸上 大庭晃一 （門司大翔館） 名古屋正文 （北九州） 筒井嘉男 （育徳館） 木宮貴之 （自由ケ丘） 岩本耕平 （戸畑工業）

バスケット 濵小路祥之 （若松） 林　雄太 （北九州市立） 黒田和利 （常磐） 本間美希 （九州国際大付）

バレーボール 田中正人 （九州国際大付） 小車秀行 （自由ケ丘） 松永佳幸 （八幡工業） 池末良太 （若松） 野田和美 （東筑）

卓球 石田真太郎 （希望が丘） 井　泰人 （自由ケ丘） 永渕秀幸 （小倉南） 林　道宏 （青豊） 園田達彦 （北九州高専）

ソフトテニス 林　耕造 （門司大翔館） 吉岡正俊 （北九州市立） 秋山一敬 （門司大翔館）

サッカー 小森康兄 （小倉） 栗原弘次 （北筑） 百瀬　博 （戸畑） 木下直洋 （八幡） 高尾隆士 （八幡工業）

バドミントン 矢野豊貴 （北九州） 武吉大輔 （京都） 島村圭彦 （小倉東） 柴﨑雄一郎 （折尾）

柔道 稲又隆洋 （若松） 平田鷹司 （中間） 小堤大輔 （北筑） 永塚武夫 （小倉） 廣瀬史朗 （真颯館）

剣道 中山伊織 （戸畑） 荒巻誠次 （青豊） 枝元真子 （星琳） 北原利一 （自由ケ丘） 大野健一 （八幡）

弓道 藤本宏樹 （北筑） 姫野歩美 （遠賀） 土谷武司 （門司大翔館） 潮田　篤 （小倉） 山本和弥 （北九州高専）

染矢真宏 （八幡工業） 田中良知 （戸畑） 山口草太 （九州国際大付）井上　翼 （折尾愛真）

野田惟仁 （東筑） 溝口信也 （京都）

守口尚希 （ひびき） 徳永勝文 （北筑） 前村裕治 （東筑） 池之上哲朗 （戸畑工業）

松田　悟 （小倉南） 樋口貴紀 （小倉南）

空手道 山村宗義 （小倉工業） 梅崎龍司 （真颯館） 田村秀之 （八幡工業）

中部ブロック専門委員

専門部名

野村武利 （宗像） 田之上興造 （福岡第一） 石井満知子 （九産大付九州） 笠原龍一 （筑紫）

中本恭子 （福大若葉）

バスケット 貞包　謙 （西南学院） 木下寛隆 （福岡魁誠） 松本　豪 （春日） 片峯聡太 （福大大濠） 山本将史 （福岡西陵）

バレーボール 西尾俊哉 （香椎工業） 村田　祐子 （城南） 藤元聡一 （東福岡） 長田拓実 （福岡女子） 熊本利秀 （純真）

卓球 柳沢清伸 （東福岡） 中満貴之 （西南学院） 八尋吉明 （博多工業） 加藤直大 （糸島） 宮地泰介 （福大大濠）

ソフトテニス 横山圭一 （福翔） 立道昌久 （福岡西陵） 友利哲也 （城南） 林　乾一 （福岡舞鶴） 渡邊　啓 （福岡）

サッカー 三笘大輔 （筑紫中央） 松村友孝 （筑前） 藤原静郎 （西南学院） 山田隆史 （福岡講倫館） 田縁憲昭 （武蔵台）

バドミントン 前田浩輔 （筑紫中央） 目野俊昭 （福岡常葉） 嶋生謹一郎 （博多工業） 宮内早苗 （精華女子） 脇坂　真 （糸島）

柔道 藤原　誠 （修猷館） 望月秀人 （筑紫丘） 泉　麻生 （福工大附城東）奈須泰造 （福岡舞鶴） 福龍太郎 （福大大濠）

剣道 儀武純一 （東福岡） 笠井克敏 （香椎） 德安拓三 （糸島） 城戸議浩 （筑紫台） 今村洋平 （宗像）

弓道 平塚　瑛 （九産大付九産）花田正幸 （福大大濠） 嬉野智也 （博多工業） 宇土弘毅 （玄界） 小山哲弘 （武蔵台）

テニス 小川竜紀 （西南学院） 南里　直 （筑陽学園） 岡村優樹 （香住丘） 武内英夫 （宗像） 貝野弘幸 （第一薬科大付）

登山 平野憲崇 （福岡工業） 大熊　進 （福岡工業） 良永智子 （筑紫丘） 北野幸輔 （西南学院） 石田康治 （修猷館）

空手道 川添隆一 （東福岡） 梅木孝法 （筑紫女学園） 松元めぐみ （純真） 鶴田　渚 （九産大付九州） 今野慶貴 （博多）

野外活動 松永茂美 （香椎工業） 波多野泰彦 （福岡） 嶺　善晴 （筑紫女学園） 福泉　亮 （柏陵） 前田裕介 （福大大濠）

陸上 宮本研次 （純真）

ブロック専門委員長 ブロック専門委員（所属校）

ブロック専門委員長 ブロック専門委員（所属校）

テニス 田村謙吾 （折尾愛真）

登山 坂井道孝 （京都）



令和３年度　ブロック専門委員一覧

南部ブロック専門委員

専門部名

陸上 鵜澤　洋 （三井） 早川　毅 （明善） 松藤義文 （三池） 井上直樹 （伝習館） 蓮尾啓祐 （朝倉）

バスケット 立石太郎 （久留米信愛） 川原佑里佳 （久留米筑水） 大山晃央 （久留米学園） 右田正和 （朝倉） 大原慎之助 （八女）

バレーボール 甲木秀一 （三池） 本園明宏 （山門） 田崎健太 （誠修） 鶴田和久 大隈主税 （八女）

卓球 牛島　仁 藤川哲也 （誠修） 渡辺幸治 （朝倉光陽） 野田宗広 （三池工業） 久良木拓郎 （八女工業）

ソフトテニス 中村暢之 （三池工業） 清田晋平 （朝倉） 古賀美波 （浮羽究真館） 橋本文明 （大牟田） 髙峰　尚 （南筑）

サッカー 白木孝廣 （誠修） 正木篤志 （朝倉東） 鶴　恭一 （三潴） 釘尾秀樹 （大牟田北） 教蓮和志 （柳川）

バドミントン 宮﨑永司 （久留米学園） 大屋真一 （南筑） 松尾徳幸 （誠修） 荒木秀文 （山門） 合原大智 （八女工業）

柔道 杉野健次郎 （大牟田） 行武雄大 （明善） 信國文孝 （三井） 廣瀬豊彦 （久留米商業） 松尾浩一 （南筑）

剣道 杉山功一 （久留米学園） 木築正典 桒野賢一郎 （朝倉） 吉田誠吾 （誠修） 松石　忍 （八女学院）

弓道 福田　洋 （福島） 野村龍之介 （大川樟風） 野口　恵 （福島） 空閑好輝 （朝倉光陽） 中野祐貴 （三池工業）

テニス 髙嶋康博 （柳川） 園田雅之 （柳川） 溝井俊太郎 （ありあけ新世） 古賀　慧 （久留米学園） 居福純也 （八女）

登山 江藤経史 （八女工業） 北島秀昭 （八女工業） 草野昭夫 （大川樟風） 東　徹也 （浮羽工業） 栄留倖一朗 （浮羽工業）

空手道 田中光希 （久留米商業）

筑豊ブロック専門委員

専門部名

陸上 佐々木幹雄 （筑豊） 鶴田友子 （鞍手竜徳） 片村槙吾 （鞍手） 佐藤幸之助 （飯塚） 藤井　崇 （近大福岡）

バスケット 山口　恵 （鞍手） 松田祥幸 （嘉穂東） 西村　彰 （鞍手） 白銀将信 （田川科学技術）

バレーボール 渡邉直弘 （直方） 坂本健太 （田川科学技術） 吉永圭一郎 （鞍手） 竹内宏行 （田川）

卓球 大塚洋一 （嘉穂東） 園田聡稔 （大和青藍） 高松佑典 （鞍手） 大島洋吉 （田川） 長尾康大朗 （嘉穂東）

ソフトテニス 徳茂廣志郎 （鞍手） 穴井　力 （田川） 脇田夢子 （鞍手） 山田早紀 （嘉穂）

サッカー 筒井大輔 （田川） 荒木大輔 （直方） 坂田祥悟 （近大福岡） 古賀誠人 （鞍手） 吉村弘行 （田川科学技術）

バドミントン 重藤義和 （田川科学技術） 津村聡志 （田川） 田中啓之 （嘉穂東） 植田文弘 （福智）

柔道 江藤正美 （稲築志耕館） 田上耕平 （嘉穂）

剣道 中藤孝信 （嘉穂） 酒見智栄 （嘉穂東） 中藤昭信 （稲築志耕館） 庄島大智 （直方）

弓道 村井哲也 （鞍手） 山本美緒 （東鷹） 松田智裕 （嘉穂） 水上浩司 （直方）

テニス 長野恵里香 （鞍手）

空手道 柴田良子 （鞍手） 林　伸治 （東鷹）

ブロック専門委員長 ブロック専門委員（所属校）

ブロック専門委員長 ブロック専門委員（所属校）


