
年度 会長名 当時の勤務校 中体連理事長名 当時の勤務校 中体研理事長名 当時の勤務校

昭和２３ 宮本　勝 桜木中 城　清 江原中

昭和２４ 宮本　勝 桜木中 木原　辰雄 白川中

昭和２５ 宮本　勝 桜木中 木原　辰雄 白川中

昭和２６ 坂本　勝蔵 出水中 木原　辰雄 白川中

昭和２７ 坂本　勝蔵 京陵中 木原　辰雄 白川中

昭和２８ 坂本　勝蔵 京陵中 木原　辰雄 白川中

昭和２９ 中原　芳治 藤園中 城　清 京陵中

昭和３０ 岩代　吉親 藤園中 城　清 京陵中

昭和３１ 堀田　豊 白川中 城　清 京陵中

昭和３２ 堀田　豊 白川中 城　清 京陵中

昭和３３ 西岡　寛 藤園中 城　清 京陵中

昭和３４ 西岡　寛 藤園中 城　清 京陵中

昭和３５ 西岡　寛 藤園中 城　清 京陵中

昭和３６ 西岡　寛 藤園中 城　清 京陵中

昭和３７ 今村　俊男 京陵中 城　清 京陵中

昭和３８ 今村　俊男 京陵中 城　清 京陵中

昭和３９ 今村　俊男 出水中 宮永　優 出水中

昭和４０ 今村　俊男 出水中 宮永　優 出水中 坂田　光人 京陵中

昭和４１ 今村　俊男 出水中 宮永　優 出水中 高木　正義 湖東中

昭和４２ 今村　俊男 出水中 宮永　優 出水中 高木　正義 湖東中

昭和４３ 小栗　常寿 山鹿中 北村　直孝 花陵中 高木　正義 湖東中

昭和４４ 鳥山　正治 江原中 北村　直孝 花陵中 高木　正義 湖東中

昭和４５ 鳥山　正治 京陵中 北村　直孝 京陵中 高木　正義 湖東中

昭和４６ 鳥山　正治 京陵中 北村　直孝 京陵中 高木　正義 湖東中

昭和４７ 鳥山　正治 京陵中 北村　直孝 京陵中 高木　正義 桜木中

昭和４８ 湯浅　恒俊 御船中 竹永　好男 竜南中 高木　正義 桜木中

昭和４９ 大塚　一男 阿蘇北中 竹永　好男 竜南中 高木　正義 桜木中

昭和５０ 大塚　一男 阿蘇北中 竹永　好男 竜南中 高木　正義 桜木中

昭和５１ 鶴田　英基 帯山中 竹永　好男 竜南中 高木　正義 桜木中

昭和５２ 鶴田　英基 帯山中 竹永　好男 竜南中 東　　良一 錦ヶ丘中

昭和５３ 鶴田　英基 帯山中 竹永　好男 竜南中 東　　良一 錦ヶ丘中

昭和５４ 高野　正勝 帯山中 竹永　好男 帯山中 島　榮三郎 飽田中

昭和５５ 高野　正勝 帯山中 竹永　好男 帯山中 島　榮三郎 飽田中

昭和５６ 郷　　愛明 錦ヶ丘中 東　　良一 白川中 島　榮三郎 飽田中

昭和５７ 郷　　愛明 錦ヶ丘中 東　　良一 白川中 島　榮三郎 飽田中

昭和５８ 郷　　愛明 錦ヶ丘中 東　　良一 白川中 島　榮三郎 飽田中

昭和５９ 重本　雄介 八代第四中 藤野　健一 熊・錦ヶ丘 上田　長利 熊・帯山中

昭和６０ 重本　雄介 八代第二中 藤野　健一 熊・錦ヶ丘 上田　長利 熊・帯山中

昭和６１ 重本　雄介 八代第二中 藤野　健一 熊・錦ヶ丘 上田　長利 熊・帯山中

昭和６２ 重本　雄介 八代第二中 松本　英隆 熊・白川中 上田　長利 熊・帯山中

昭和６３ 下川　和幸 熊・西原中 松本　英隆 熊・白川中 上田　長利 熊・帯山中
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年度 会長名 当時の勤務校 中体連理事長名 当時の勤務校 中体研理事長名 当時の勤務校

平成元 下川　和幸 熊・西原中 松本　英隆 熊・白川中 上田　長利 熊・帯山中

下川　和幸 熊・西原中

森口　尉典 熊・東野中

平成３ 中元　敏行 水・水俣一中 前川　隆道 熊・西原中 上妻　正義 熊・清水中

平成４ 東　　良一 熊・湖東中 前川　隆道 熊・西原中 上妻　正義 熊・清水中

平成５ 西山　富男 天・本渡東中 前川　隆道 熊・西原中 上妻　正義 熊・清水中

平成６ 西山　富男 天・本渡東中 坂井公一郎 熊・西原中 上妻　正義 熊・清水中

平成７ 髙山　優二 熊・飽田中 坂井公一郎 熊・東町中 上妻　正義 熊・清水中

平成８ 岡田　克之 熊・西原中 千原　功一 熊・東町中 松山　禎一 熊・桜木中

平成９ 岡田　克之 熊・西原中 千原　功一 熊・東町中 松山　禎一 熊・桜木中

平成１０ 藤野　健一 熊・東野中 日永　信夫 熊・東町中 松山　禎一 熊・桜木中

平成１１ 入江　正明 宇土鶴城中 日永　信夫 熊・東町中 本郷　　司 熊・出水中

平成１２ 松本　英隆 熊・三和中 日永　信夫 熊・東町中 本郷　　司 熊・出水中

平成１３ 松本　英隆 玉・玉東中 楠木　正昭 熊・東町中 本郷　　司 熊・出水中

平成１４ 松本　英隆 玉・玉東中 楠木　正昭 熊・東町中 本郷　　司 熊・楠中

平成１５ 松本　英隆 熊・長嶺中 服部　起明 熊・東町中 池田今朝清 熊・東部中

平成１６ 松本　英隆 熊・長嶺中 服部　起明 熊・東町中 池田今朝清 熊・長嶺中

平成１７ 松本　英隆 熊・長嶺中 服部　起明 熊・東町中 池田今朝清 熊・長嶺中

平成１８ 坂井公一郎 熊・出水中 海津　英孝 熊・東町中 香山　悟 熊・桜山中

平成１９ 坂井公一郎 熊・出水中 海津　英孝 熊・東町中 大園　隆明 熊・武蔵中

平成２０ 前川　隆道 熊・桜木中 古賀　義久 熊・東町中 大園　隆明 熊・力合中

平成２１ 境　　孝治 宇・松橋中 古賀　義久 熊・東町中 大園　隆明 熊・力合中

平成２２ 境　　孝治 宇・松橋中 古賀　義久 熊・東町中 山隈　　修 熊・楠中

平成２３ 上原　明徳 熊・桜木中 清水宏一郎 熊・東町中 山隈　　修 熊・楠中

平成２４ 加藤　敬之 上・御船中 清水宏一郎 熊・東町中 山隈　　修 熊・楠中

平成２５ 加藤　敬之 上・御船中 清水宏一郎 熊・東町中 福永　純一 上・益城中

平成２６ 加藤　敬之 上・甲佐中 清水宏一郎 熊・東町中 星田　正治 熊・下城南中

平成２７ 楠木　正昭 熊・江原中 清水宏一郎 熊・東町中 堺　　　純 菊・菊陽中

平成２８ 楠木　正昭 熊・長嶺中 奥村真太朗 熊・東町中 岩根　元 阿・小国中

平成２９ 楠木　正昭 熊・長嶺中 奥村真太朗 熊・東町中 岩根　元 阿・小国中

平成３０ 岩下　昭彦 菊・泗水中 奥村真太朗 熊・東町中 丸山　喜寛 山・鹿本中

令和元 中島仙一郎 宇・松橋中 松川　紘士 宇・松橋中 丸山　喜寛 山・鹿本中

平成２ 前川　隆道 熊・西原中 上妻　正義 熊・城南中


