
福岡県高等学校体育連盟
歴代支部長・理事長一覧

№1

年度 支部長 理事長 支部長 理事長 支部長 理事長 支部長 理事長

初代 初代 初代 初代
大内覚之助 中村 亀蔵 瀧口　 智 高木 正蔵
（修猷館） （小倉） （明善） （田川）

初代 初代
森門 延盛 早野　隆
（小倉） （田川）

第２代 初代 第２代 第２代 第２代 初代 第２代 第２代
井上孝太郎 江崎　忠 赤澤 要雄 錦谷　清 酒井善左衛門 今村 徹夫 堀　次助 松熊  覚
（修猷館） （修猷館） （戸畑） （戸畑） （明善） （明善） （嘉穂） （嘉穂）

井上孝太郎 江崎　忠 赤澤 要雄 錦谷　清 酒井善左衛門 今村 徹夫 堀　次助 松熊　覚
（修猷館） （修猷館） （戸畑） （戸畑） （明善） （明善） （嘉穂） （嘉穂）

第３代 第２代 第３代 第３代
来島 亀雄 伊野坂盛孝 赤澤 要雄 錦谷　清 酒井善左衛門 今村 徹夫 加来一二三 伊藤　潮
（福岡） （福岡） （戸畑） （戸畑） （明善） （明善） （筑豊） （筑豊）

井上孝太郎 江崎　忠 赤澤 要雄 錦谷　清 酒井善左衛門 今村 徹夫 加来一二三 伊藤　潮
（修猷館） （修猷館） （戸畑） （戸畑） （明善） （明善） （筑豊） （筑豊）

第５代 第３代 第４代 第４代
志和 繁猪 内田 正男 赤澤 要雄 錦谷  清 酒井善左衛門 今村 徹夫 野村 常蔵 高村 正三
（筑紫丘） （筑紫丘） （戸畑） （戸畑） （明善） （明善） （西田川） （西田川）

第３代 第５代
志和 繁猪 内田 正男 河合 正武 錦谷　清 酒井善左衛門 今村 徹夫 野村 常蔵 佐藤 定見
（筑紫丘） （筑紫丘） （小倉） （戸畑） （明善） （明善） （西田川） （西田川）

志和 繁猪 内田 正男 河合 正武 錦谷　清 酒井善左衛門 今村 徹夫 野村 常蔵 佐藤 定見
（筑紫丘） （筑紫丘） （小倉） （戸畑） （明善） （明善） （西田川） （西田川）

第６代 第４代 第３代 第５代 第６代
長 敬一郎 伊之坂盛孝 河合 正武 錦谷　清 山田　茂 今村 徹夫 伊藤 朝生 松熊　覚
（福岡） （福岡） （小倉） （戸畑） （明善） （明善） （嘉穂） （嘉穂）

第３代 第４代 第６代 第７代
長 敬一郎 伊之坂盛孝 河合 正武 吉田無佐治 佐藤　巌 今村 徹夫 重藤市之丞 福原 親信
（福岡） （福岡） （小倉） （小倉工） （明善） （明善） （鞍手） （鞍手）

長 敬一郎 伊之坂盛孝 河合 正武 吉田無佐治 佐藤　巌 今村 徹夫 重藤市之丞 福原 親信
（福岡） （福岡） （小倉） （小倉工） （明善） （明善） （鞍手） （鞍手）

第４代 第５代 第２代 第７代 第８代
長 敬一郎 伊之坂盛孝 吉川虎次郎 吉田無佐治 池上 尚司 西山 秀行 小倉　半 中川　巽
（福岡） （福岡） （戸畑） （小倉工） （山門） （山門） （田川） （田川）

長 敬一郎 伊之坂盛孝 吉川虎次郎 吉田無佐治 池上 尚司 西山 秀行 小倉　半 中川　巽
（福岡） （福岡） （戸畑） （小倉工） （山門） （山門） （田川） （田川）
第７代 第５代 第４代 第８代 第９代

山内 勝也 小堀　栄 吉川虎次郎 青木 兼寛 池上 尚司 西山 秀行 犬丸 太郎 元野 為則
（博多工） （博多工） （戸畑） （八幡） （三池） （山門） （山田） （山田）

山内 勝也 小堀　栄 吉川虎次郎 青木 兼寛 池上 尚司 西山 秀行 犬丸 太郎 元野 為則
（博多工） （博多工） （戸畑） （八幡） （三池） （山門） （山田） （山田）

第９代 第10代
山内 勝也 小堀　栄 吉川虎次郎 青木 兼寛 池上 尚司 西山 秀行 梶原 虎彦 福原 親信
（博多工） （博多工） （戸畑） （八幡） （三池） （山門） （鞍手） （鞍手）

第８代 第５代
一丸 俊憲 小堀　栄 加来　均 青木 兼寛 池上 尚司 西山 秀行 梶原 虎彦 福原 親信
（博多工） （博多工） （八幡） （八幡） （三池） （山門） （鞍手） （鞍手）

第６代 第５代 第６代 第３代 第10代 第11代
一丸 俊憲 小堀　栄 菅　辰吉 岡井 幸由 阿部 幸夫 森部 一三 吉元 良行 小袋 是郎
（博多工） （博多工） （小倉工） （小倉工） （久留米） （久留米） （田川工） （田川工）

第７代
一丸 俊憲 小堀　栄 菅　辰吉 岡井 幸由 新川 幸生 森部 一三 吉元 良行 小袋 是郎
（博多工） （博多工） （小倉工） （小倉工） （久留米） （久留米） （田川工） （田川工）

中部支部 北部支部 筑豊支部南部支部

1960年
(昭和35)

1961年
(昭和36)

1954年
(昭和29)

1955年
(昭和30)

1956年
(昭和31)

1957年
(昭和32)

1948年
(昭和23)

1949年
(昭和24)

1950年
(昭和25)

1951年
(昭和26)

1958年
(昭和33)

1959年
(昭和34)

1966年
(昭和41)

1967年
(昭和42)

1962年
(昭和37)

1963年
(昭和38)

1964年
(昭和39)

1965年
(昭和40)

1952年
(昭和27)

1953年
(昭和28)



福岡県高等学校体育連盟
歴代支部長・理事長一覧

№2

年度 支部長 理事長 支部長 理事長 支部長 理事長 支部長 理事長

中部支部 北部支部 筑豊支部南部支部

第９代 第６代 第11代 第12代
仲野 誠助 岩田 富郎 菅　辰吉 岡井 幸由 新川 幸生 森部 一三 奥野吉次郎 花野 俊二
（香椎工） （香椎工） （小倉工） （小倉工） （久留米） （久留米） （嘉穂東） （嘉穂東）

第７代
仲野 誠助 岩田 富郎 嶋田 幸夫 岡井 幸由 新川 幸生 森部 一三 奥野吉次郎 花野 俊二
（香椎工） （香椎工） （小倉工） （小倉工） （久留米） （久留米） （嘉穂東） （嘉穂東）

第８代 第４代 第12代 第13代
仲野 誠助 岩田 富郎 嶋田 幸夫 岡井 幸由 徳永　務 末次　斉 田中 桝男 吉永品太郎
（香椎工） （香椎工） （小倉工） （小倉工） （明善） （明善） （直方） （直方）

第10代 第13代
中野 彌壮 岩田 富郎 嶋田 幸夫 岡井 幸由 徳永　務 末次　斉 高原 道男 吉永品太郎
（香椎工） （香椎工） （小倉工） （小倉工） （明善） （明善） （筑豊） （筑豊）

第８代 第６代 第９代 第14代 第14代
中野 彌壮 岩田 富郎 高原 道雄 仰木 重利 藤　幸人 末次　斉 加治 景夫 植木 種夫
（香椎工） （香椎工） （八幡中央） （八幡中央） （明善） （明善） （田川東） （田川東）

第15代
中野 彌壮 岩田 富郎 高原 道雄 仰木 重利 藤　幸人 末次　斉 松崎 猛男 植木 種夫
（香椎工） （香椎工） （八幡中央） （八幡中央） （明善） （明善） （田川東） （田川東）

第９代
中野 彌壮 岩田 富郎 小袋 是郎 仰木 重利 藤　幸人 末次　斉 松崎 猛男 植木 種夫
（香椎工） （香椎工） （八幡中央） （八幡中央） （明善） （明善） （田川東） （田川東）

第11代 第７代 第16代 第15代
楓　康一 平山修一郎 小袋 是郎 仰木 重利 藤　幸人 末次　斉 林　清登 高橋　昴

（福岡工） （福岡工） （八幡中央） （八幡中央） （明善） （明善） （嘉穂工） （嘉穂工）
第10代 第７代 第10代 第５代

楓　康一 平山修一郎 梅林　 勁 時枝 末六 岡田 克明 石橋 利徳 林　清登 高橋　昴
（福岡工） （福岡工） （八幡南） （八幡南） （八女工） （八女工） （嘉穂工） （嘉穂工）

第12代 第11代 第17代 第16代
藤原 俊彦 平山修一郎 内尾捨三郎 時枝 末六 岡田 克明 石橋 利徳 井上　隆 花田 茂幸
（福岡工） （福岡工） （八幡南） （八幡南） （八女工） （八女工） （西鞍手） （西鞍手）

第11代 第６代
藤原 俊彦 平山修一郎 内尾捨三郎 時枝 末六 谷口 安則 上田 智孝 井上　隆 花田 茂幸
（福岡工） （福岡工） （八幡南） （八幡南） （伝習館） （伝習館） （西鞍手） （西鞍手）

第13代 第８代 第12代 第18代 第17代
各務　章 安藤 美勝 片山 政敏 時枝 末六 谷口 安則 上田 智孝 守田企救男 開田 延二

（筑紫中央） （筑紫中央） （八幡南） （八幡南） （伝習館） （伝習館） （田川工） （田川工）
第13代 第８代 第12代

各務　章 安藤 美勝 池田 治雄 柳井 義通 大坪 永三 上田 智孝 守田企救男 開田 延二
（筑紫中央） （筑紫中央） （門司北） （門司北） （伝習館） （伝習館） （田川工） （田川工）

第14代 第19代 第18代
各務　章 安藤 美勝 沖 栄一郎 柳井 義通 大坪 永三 上田 智孝 田中 英保 松熊 宏明

（筑紫中央） （筑紫中央） （門司北） （門司北） （伝習館） （伝習館） （嘉穂） （嘉穂）
第14代 第13代 第７代 第20代

小川　智 安藤 美勝 沖 栄一郎 柳井 義通 加峯 靖久 小島 一夫 山倉三千男 松熊 宏明
（筑紫中央） （筑紫中央） （門司北） （門司北） （久留米） （久留米） （嘉穂） （嘉穂）

第15代 第21代 第19代
小川　智 安藤 美勝 筒井 敏徳 柳井 義通 加峯 靖久 小島 一夫 酒井　宏 有田　司

（筑紫中央） （筑紫中央） （門司北） （門司北） （久留米） （久留米） （鞍手） （鞍手）
第14代 第９代 第16代 第９代 第14代

服部　正 篠崎 省吾 吉開 和男 高崎 雅夫 秋吉　茂 小島 一夫 酒井　宏 有田　司
（香椎） （香椎） （八幡） （八幡） （久留米） （久留米） （鞍手） （鞍手）

第17代
服部　正 篠崎 省吾 仲　辰巳 高崎 雅夫 秋吉　茂 小島 一夫 酒井　宏 有田　司
（香椎） （香椎） （八幡） （八幡） （久留米） （久留米） （鞍手） （鞍手）

第15代 第８代
服部　正 篠崎 省吾 仲　辰巳 高崎 雅夫 山廣　恵 安徳達之助 酒井　宏 有田　司
（香椎） （香椎） （八幡） （八幡） （福島） （福島） （鞍手） （鞍手）
第15代 第16代 第22代 第20代

久保 敏郎 篠崎 省吾 仲　辰巳 高崎 雅夫 西山 彰 安徳達之助 有隈 嘉徳 近藤 正行
（香椎） （香椎） （八幡） （八幡） （福島） （福島） （西田川） （西田川）

1968年
(昭和43)

1969年
(昭和44)

1974年
(昭和49)

1975年
(昭和50)

1976年
(昭和51)

1977年
(昭和52)

1970年
(昭和45)

1971年
(昭和46)

1972年
(昭和47)

1973年
(昭和48)

1978年
(昭和53)

1979年
(昭和54)

1980年
(昭和55)

1981年
(昭和56)

1982年
(昭和57)

1983年
(昭和58)

1984年
(昭和59)

1985年
(昭和60)

1986年
(昭和61)

1987年
(昭和62)



福岡県高等学校体育連盟
歴代支部長・理事長一覧

№3

年度 支部長 理事長 支部長 理事長 支部長 理事長 支部長 理事長

中部支部 北部支部 筑豊支部南部支部

第16代 第10代 第18代 第17代 第９代 第23代
徳田 倫甫 廣田 哲夫 三原 正巳 高崎 雅夫 隈本 京子 飯田 知弥 吉國 岩一 近藤 正行
（筑前） （筑前） （八幡） （八幡） （福島） （福島） （西田川） （西田川）

第19代 第10代 第24代
徳田 倫甫 廣田 哲夫 田中丈比古 杉野真太郎 隈本 京子 飯田 知弥 中村 仔伸 近藤 正行
（筑前） （筑前） （小倉西） （小倉西） （福島） （福島） （西田川） （西田川）
第17代 第10代 第20代 第18代 第10代

繁田 治男 廣田 哲夫 大西 秀明 杉野真太郎 高木 嘉洋 原口 智明 中村 仔伸 近藤 正行
（筑前） （筑前） （小倉西） （小倉西） （三潴） （三潴） （西田川） （西田川）

第11代 第25代 第21代
繁田 治男 廣田 哲夫 大西 秀明 杉野真太郎 高木 嘉洋 古賀 文男 有田 榮二 中村 忠紀
（筑前） （筑前） （小倉西） （小倉西） （三潴） （三潴） （嘉穂） （嘉穂）
第18代 第21代

原　勝興 廣田 哲夫 今仁 文彦 杉野真太郎 高木 嘉洋 古賀 文男 有田 榮二 中村 忠紀
（筑前） （筑前） （小倉西） （小倉西） （三潴） （三潴） （嘉穂） （嘉穂）
第19代 第11代 第22代 第11代

大賀 正義 平島 善光 白土 照國 岡部　勝 高木 嘉洋 古賀 文男 有田 榮二 中村 忠紀
（春日） （春日） （小倉南） （小倉南） （三潴） （三潴） （嘉穂） （嘉穂）
第20代 第19代 第12代

早川　赳 平島 善光 白土 照國 岡部　勝 中村 義行 牟田 和親 有田 榮二 中村 忠紀
（春日） （春日） （小倉南） （小倉南） （小郡） （小郡） （嘉穂） （嘉穂）
第21代 第26代 第22代

原野　雅 平島 善光 白土 照國 岡部　勝 中村 義行 牟田 和親 中村 昌生 山口 悦郎
（春日） （春日） （小倉南） （小倉南） （小郡） （小郡） （直方） （直方）
第22代 第12代 第23代 第12代 第20代

真武 邦彦 廣渡喜代治 高木 洋安 秀村 純夫 吉田　治 牟田 和親 中村 昌生 山口 悦郎
（宗像） （宗像） （戸畑工） （戸畑工） （小郡） （小郡） （直方） （直方）

第21代 第13代
真武 邦彦 廣渡喜代治 高木 洋安 秀村 純夫 中村 奨佑 田籠 隆三 中村 昌生 山口 悦郎
（宗像） （宗像） （戸畑工） （戸畑工） （八女） （八女） （直方） （直方）
第23代 第24代 第22代 第27代 第23代

齋藤 吉紀 廣渡喜代治 杉本　努 秀村 純夫 角　忠一 田籠 隆三 宮本　洋 大場 彦和
（宗像） （宗像） （戸畑工） （戸畑工） （八女） （八女） （田川） （田川）
第24代 第13代 第25代 第13代 第23代

海老井悦子 吉田 和裕 讃井 明夫 梅田 尚男 城戸 一男 田籠 隆三 宮本　洋 大場 彦和
（城南） （城南） （北筑） （北筑） （八女） （八女） （田川） （田川）

第24代 第14代 第28代
海老井悦子 吉田 和裕 讃井 明夫 梅田 尚男 眞田 章次 井上　徹 中島 剛一 大場 彦和
（城南） （城南） （北筑） （北筑） （朝倉） （朝倉） （田川） （田川）

第25代 第28代 第24代
海老井悦子 吉田 和裕 讃井 明夫 梅田 尚男 林　武夫 井上　徹 松岡 教知 小野山大寿
（城南） （城南） （北筑） （北筑） （朝倉） （朝倉） （嘉穂東） （嘉穂東）
第25代 第14代 第26代 第14代 第29代

相羽 三郎 吉村 明彦 清永 和彦 森本 正直 林　武夫 井上　徹 藤井 賢蔵 小野山大寿
（福岡中央） （福岡中央） （築上中部） （築上中部） （朝倉） （朝倉） （嘉穂東） （嘉穂東）

第26代 第15代 第26代 第15代
井上 武之 吉村 明彦 清永 和彦 岡野 隆治 興田 英昭 野田 祐一 藤井 賢蔵 小野山大寿

（福岡中央） （福岡中央） （築上中部） （築上中部） （三池） （三池） （嘉穂東） （嘉穂東）
第15代 第27代

井上 武之 脇山 弘二 清永 和彦 岡野 隆治 藤原 喜雄 野田 祐一 藤井 賢蔵 小野山大寿
（福岡中央） （福岡中央） （築上中部） （築上中部） （三池） （三池） （嘉穂東） （嘉穂東）

1991年
(平成３)

1990年
(平成２)

1995年
(平成７)

1996年
(平成８)

2003年
(平成15)

2004年
(平成16)

1997年
(平成９)

1998年
(平成10)

1999年
(平成11)

2000年
(平成12)

2001年
(平成13)

2002年
(平成14)

1993年
(平成５)

1994年
(平成６)

1992年
(平成４)

1988年
(昭和63)

1989年
(平成元)


