
熊本県中学校体育研究会・各郡市歴代理事長氏名一覧
H27.2　県中体研事務局作成

郡市名 平成元年 2 3 4 5 6 7 8 9 10
荒尾市 西田 耕陽 西田 耕陽 西田 耕陽 永尾 信次 永尾 信次 寺尾 俊二 寺尾 俊二 寺尾 俊二 寺尾 俊二 寺尾 俊二

（荒尾一） （荒尾一） （荒尾一） （荒尾四） （荒尾四） （荒尾四） （荒尾四） （荒尾四） （荒尾四） （荒尾四）

玉名郡市 高木 英俊 小松 隆俊 吉川 英之介 吉川 英之介 吉川 英之介 中山 直幸 中山 直幸 中山 直幸 中山 直幸 松永 光親

（玉陵） （有明） （三加和） （三加和） （三加和） （玉東） （三加和） （三加和） （三加和） （長洲）

鹿本郡市 中嶋 純一 皆本 秀一郎 西川 高光 久保田 克裕 豊田 修治 山口 裕人 山口 裕人 山口 裕人 山口 裕人 山口 裕人

（米野岳） （山鹿） （菊鹿） （鹿南） （鹿本） （鹿北） （鹿北） （鹿北） （鹿北） （米野岳）

菊池郡市  井野 英利  井野 英利 岩下 昭彦 岩下 昭彦 水田 智英 水田 智英 水田 智英 水田 智英 中尾 幸治 中尾幸治

（菊陽） （菊陽） （菊地南） （菊地南） （合志） （合志） （合志） （菊地南） （菊阿） （大津北）

阿蘇郡 中川 秀喜 松野 孝雄 松野 孝雄 松嵜 毅 田邊 鶴芳 田邊 鶴芳 田邊 鶴芳 田邊 鶴芳 井芹 昌文 井芹 昌文

（長陽） (白水） (白水） (西原） (南小国） (南小国） (南小国） (南小国） (南小国） (南小国）

熊本市 上妻 正義 福地 理 福地 理 福地 理 福地 理 福地 理 福地 理 福地 理 永井 和彦 永井 和彦

(城南） (出水） (出水） (出水） (出水） (出水） (出水） (湖東） (三和） (三和）

上益城郡 本田 英 本田 英 木村 敏郎 木村 敏郎 那須 法寿 那須 法寿 那須 法寿 那須 法寿 那須 法寿 内田 晴龍

（益城） （益城） （木山） （木山） （嘉島） （嘉島） （嘉島） （嘉島） （嘉島） （嘉島）

宇城郡市 田中繁蔵（鶴城） 田中繁蔵（鶴城） 前野 講紀 前野 講紀 前野 講紀 橋本 信二 橋本 信二 諏訪園 勉 諏訪園 勉 福岡 貞行

前野講紀（豊野） 前野講紀（砥用） （砥用） （小川） （小川） （豊野） （中央） （富合） （富合） （網田）

八代郡 山下 武 山下 武 山下 武 山下 武 山下 武 山下 武 押方 博信 押方 博信 押方 博信 前田 卓也

（千丁） （千丁） （千丁） （千丁） （千丁） （千丁） （千丁） （千丁） （千丁） （鏡）

八代市 上水 富美雄 上水 富美雄 上水 富美雄 木本 一幸 木本 一幸 泉 清治 塚副 徹 塚副 徹 稲岡 博信 稲岡 博信

（八代四） （八代四） （八代四） （八代五） （八代五） （二見） （二見） （二見） （八代一） （八代一）

球磨人吉 桑原 弘幸 桑原 弘幸 桑原 弘幸 桑原 弘幸 中村 和長 中村 和長 吉村 剛 吉村 剛 吉村 剛 渕田 尚史

（球磨） （球磨） （球磨） （球磨） （上村） （上村） （相良北） （相良北） （相良北） （相良南）

芦北郡 松本　秀一 松本　秀一 草場　博志 草場　博志 草場　博志 草場　博志 岩崎多喜男 岩崎多喜男 岩崎多喜男 村上伸一郎

（湯浦） （湯浦） （大野） （大野） （大野） （大野） （大野） （大野） （大野） （田浦）

水俣市 田中 淳 田中 淳 田中 淳 田中 淳 中村 岳史 中村 岳史 中村 岳史 大槻 義浩 大槻 義浩 大槻 義浩

(湯出） (湯出） (湯出） (湯出） (久木野） (久木野） (久木野） (湯出） (湯出） (湯出）

天草郡市 矢住 嘉孝 富崎 剛章 富崎 剛章 富崎 剛章 楠木 正昭 楠木 正昭 楠木 正昭 川崎 卓 川崎 卓 川崎 卓

(佐伊津） (苓北） (苓北） (苓北） (本町） (本町） (本町） (稜南） (稜南） (稜南）

郡市名 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

荒尾市 寺尾 俊二 森川孝巳 森川 孝巳 松野 保生 松野 保生 松野 保生 山科 貴裕 山科 貴裕 山科 貴裕 松野　保生

（荒尾四） （荒尾二） （荒尾二） （荒尾五） （荒尾五） （荒尾五） （荒尾一） （荒尾一） （荒尾一） （荒尾一）

玉名郡市 松永 光親 野間 幸嗣 野間 幸嗣 野間 幸嗣 野間 幸嗣 杉本 三郎 村上 浩之 村上 浩之 中島 恒士 井手　信幸

（長洲） （有明） （有明） （有明） （有明） （玉陵） （腹栄） （腹栄） （菊水） （玉名）

鹿本郡市 若杉 幸生 若杉 幸生 若杉 幸生 若杉 幸生 若杉幸生 清藤 誠也 清藤 誠也 清藤 誠也 船津 清 船津 清

（鹿北） （鹿北） （鹿北） （鹿北） （鹿北） （山鹿） （山鹿） （山鹿） （米野岳） （米野岳）

菊池郡市 中尾 幸治 緒方昇一郎 草場 博志 草場博志 高橋誉 岩谷 寛 岩谷寛 岩谷寛 岩谷 寛 米田　豊和

（大津北） （菊陽） （泗水） （西合志南） （泗水） （西合志） （西合志） （西合志） （西合志） （菊池南）

阿蘇郡 井芹 昌文 岩根 元 岩根元 岩根 元 岩根 元 奥村 真太朗 奥村 真太朗 奥村 真太朗 奥村 真太朗 奥村 真太朗

(南小国） (高森東） (高森東） (高森東） (高森東） (南小国） (南小国） (南小国） (南小国） (南小国）

熊本市 永井 和彦 永井 和彦 永井 和彦 永井 和彦 大園 隆明 大園 隆明 大園 隆明 大園 隆明 星田 正治 星田 正治

(三和） (三和） (三和） (三和） (武蔵） (武蔵） (武蔵） (武蔵） （熊大附属） （江原）

上益城郡 内田 晴龍 内田 晴龍 内田 晴龍 松本 巧 山科 貴裕 山科 貴裕 藤野 博文 福永 純一 福永 純一 福永 純一

（嘉島） （嘉島） （嘉島） （益城） （七滝） （七滝） （嘉島） （木山） （木山） （木山）

宇城郡市 福岡 貞行 福岡 貞行 福岡 貞行 福岡 貞行 上村 一浩 上村 一浩 上村 一浩 上村 一浩 岩田 雅子 岩田 雅子

（網田） （小川） （中央） （中央） （不知火） （不知火） （不知火） （不知火） （下・城南）（下・城南）

八代郡 前田 卓也 前田 卓也 前田 卓也 押方 博信 馬淵 隆幸 馬淵 隆幸 馬淵 隆幸

（鏡） （鏡） （鏡） （氷川） （坂本） （坂本） （坂本） 前田 卓也 馬淵 隆幸 馬淵 隆幸

八代市 稲岡 博信 稲岡 博信 稲岡 博信 稲岡 博信 中村 和也 中村 和也 中村 和也 （竜北） （坂本） （坂本）

（八代一） （八代一） （八代一） （八代一） （八代五） （八代五） （八代五）

球磨人吉 渕田 尚史 渕田 尚史 村山 茂 村山 茂 村山 茂 渕田尚史 渕田 尚史 渕田 尚史 橋本 卓也 橋本 卓也

（相良南） （相良南） （山江） （山江） （山江） （相良南） （相良南） （相良南） （多良木） （多良木）

芦北郡 村上伸一郎

（田浦） 大槻 義浩 大槻 義浩 渕田 尚史 渕田 尚史 板床 龍哉 板床 龍哉 板床 龍哉 山田 哲郎 真野　良一

水俣市 大槻 義浩 (湯出） (湯出） （津奈木） （津奈木） （湯出） （湯出） （湯出） （葛渡） （大野）

(湯出）

天草郡市 川崎 卓 清水 龍一 清水 龍一 清水 龍一 森 健一 森 健一 森 健一 淀川 一哉 淀川 一哉 淀川 一哉

(稜南） （大矢野） （大矢野） （大矢野） （佐伊津） （佐伊津） （佐伊津） （倉岳） （倉岳） （倉岳）



郡市名 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

荒尾玉名 井手　信幸 井手　信幸 上原　泰 久家　博樹 久家　博樹 境　恵司 境　恵司

（玉名） （玉名） （荒尾海陽） （玉名） （玉名） （天水） （天水）

山鹿市 北本　憲仁 丸山　喜寛 丸山　喜寛 北本　憲仁 北本　憲仁 北本　憲仁 東　克彦

（鹿南） （山・鶴城）（山・鶴城） （菊鹿） （菊鹿） （菊鹿） （菊鹿）

菊池郡市 米田　豊和 米田　豊和 堺　　純 堺　　純 堺　　純 堺　　純 津留　知子

（菊楊） （菊楊） （菊楊） （菊楊） （菊楊） （菊楊） （旭志）

阿蘇郡市 岩﨑　佳奈 木村　勝範 木村　勝範 木村　勝範 志賀　貴文 志賀　祐介 志賀　祐介

(久木野） (小国) (小国) (高森東) （高森） （小国） （小国）

熊本市 星田 正治 田中　省三 田中　省三 田中　省三 田中　省三 田中　省三 田中　省三

（江原） (三和) (白川) (白川) (白川) (白川) (白川)

上益城 東　克彦 東　克彦 東　克彦 牛島　智博 有働　秀樹 板床　龍哉 板床　龍哉

（蘇陽） （蘇陽） （蘇陽） （木山） （蘇陽） （木山） （蘇陽）

宇城郡市 岩田 雅子 岩田 雅子 鋤崎　良二 鋤崎　良二 鋤崎　良二 鋤崎　良二 井上　淳一

（宇・鶴城）（宇・鶴城）（宇・鶴城）（宇・鶴城）（宇・鶴城）（宇・鶴城） （三角）

八代市 馬淵 隆幸 馬淵 隆幸 馬淵 隆幸 馬淵 隆幸 吉崎　孝明 吉崎　孝明 星田　章広

（八代一） （八代一） （八代一） （八代一） （二見） （二見） （八代一）

球磨人吉 橋本 卓也 橋本 卓也 橋本 卓也 澤村　英樹 澤村　英樹 澤村　英樹 澤村　英樹

（多良木） （多良木） （多良木） （人吉一） （人吉一） （人吉一） （人吉一）

芦北水俣 真野　良一 真野　良一 後藤　英治 後藤　英治 本田　俊介 本田　俊介 米　新一

（大野） （大野） (水俣二) (水俣二) （田浦） （田浦） （津奈木）

天草郡市 淀川 一哉 淀川 一哉 黒川　雅弘 黒川　雅弘 黒川　雅弘 宮田　知政 平田　徳保

（倉岳） （大矢野） (天草) (新和) (新和) （牛深東） （新和）


	20年まで

