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役職名 氏     名 連盟・部会 担      当

会　 長 池　田　義　幸 　

副会長 宮　川　　　隆 総括

副会長 谷　口　英　貴 県小学生バレーボール連盟 会長

副会長 笠　井　慎　二 県中学校体育連盟 バレーボール専門部会長

副会長 白　井　良　尚 県高等学校体育連盟 バレーボール専門部会長 

副会長 池　内　裕　二 県大学バレーボール連盟 会長

副会長 増　田　洋　志 県クラブバレーボール連盟 会長

副会長 折　井　広　正 県実業団バレーボール連盟 会長

副会長 増　田　安幾代 県ママさんバレーボール連盟 会長

副会長 山　下　貴　則 県ソフトバレーボール連盟 会長

副会長 宮　川　　　隆 県ﾋﾞｰﾁバレーボール連盟 県バレーボール協会副会長が兼務

副会長 小　川　　　浩 県ヤングバレーボール連盟 会長

理事長 中　瀬　巳紀生

副理事長 植　松　陽　司

県バレーボール協会

競技委員長

県バレーボール協会

審判委員長

県バレーボール協会

強化・指導普及委員長

県バレーボール協会

総務委員長兼事務局長

常任理事 山　田　俊　也 県小学生バレーボール連盟 理事長

常任理事 谷　本　佳　昭 県中学校体育連盟 バレーボール専門部委員長

常任理事 谷　畑　祐　二 県高等学校体育連盟 バレーボール専門部委員長

常任理事 石　川　雄　一 県大学バレーボール連盟 理事長

常任理事 法　兼　秀　樹 県クラブバレーボール連盟 理事長

常任理事 越　智　育　男 県実業団バレーボール連盟 理事長

常任理事 八　木　和　代 県ママさんバレーボール連盟 理事長

常任理事 伊　藤　礼　子 県ソフトバレーボール連盟 理事長

常任理事 三　好　茂　夫 県ビーチバレーボール連盟 理事長

理　事 井　下　隆　志 県小学生バレーボール連盟 競技委員

理　事 玉　置　勝　則 県小学生バレーボール連盟 指導普及委員

理　事 池　田　千恵美 県小学生バレーボール連盟 総務委員

理　事 筒　井　浩　之 県小学生バレーボール連盟 ソフトバレー委員

理　事 長   尾　 宗   之 県小学生バレーボール連盟 審判委員

　この名簿の取り扱いには十分注意を払ってください。この役員名簿は本会役員が本会諸事業を円滑に遂行
することを目的に作成されたものです。したがって、名簿に記載された個人情報をこの目的以外に利用する
ことはできません。お互いに仲間の個人情報を大切に守りましょう。
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岡　本　孝　士

常任理事 萱　原　恭　弘

常任理事

常任理事

香　川　昌　之

常任理事 山　上　　　匡

1



役職名 氏     名 連盟・部会 担      当

平成29・30年度香川県バレーボール協会役員名簿

理　事 木　村　庄　吾 県中学校体育連盟 競技委員

理　事 末　澤　和　士 県中学校体育連盟 競技委員

理　事 河　田　悦　司 県中学校体育連盟 強化委員

理　事 熊　野　誉　絵 県中学校体育連盟 強化委員

理　事 岡　　　雅　彦 県中学校体育連盟 指導普及委員

理　事 綾　田　英　治 県中学校体育連盟 審判委員

理　事 高　橋　宏　行 県中学校体育連盟 審判委員

理　事 小　原　知　子 県中学校体育連盟 総務委員

理　事 高　橋　すみれ 県中学校体育連盟 情報委員

理　事 鷺　岡　　　寛 県高等学校体育連盟 強化・指導普及委員

理　事 窪　井　大　登 県高等学校体育連盟 強化・指導普及委員

理　事 淵　﨑　龍司郎 県高等学校体育連盟 強化・指導普及委員

理　事 林　　　蓉　子 県高等学校体育連盟 強化・指導普及委員

理　事 福　家　浩一郎 県高等学校体育連盟 競技委員

理　事 小　原　将　照 県高等学校体育連盟 競技委員

理　事 西　山　晃　平 県高等学校体育連盟 審判委員

理　事 徳　永　智　仁 県高等学校体育連盟 審判委員

理　事 金　城　志　麻 県高等学校体育連盟 総務委員

理　事 西　浦　一　成 県大学バレーボール連盟 指導普及委員

理　事 森　本　謙　二 県クラブバレーボール連盟 競技委員

理　事 高　畑　謙太郎 県クラブバレーボール連盟 競技委員

理　事 濱　田　隆　寛 県クラブバレーボール連盟 競技委員

理　事 福　岡　敬　晃 県クラブバレーボール連盟 審判委員

理　事 藤　川　正　幸 県クラブバレーボール連盟 指導普及委員

理　事 大　西　サチ子 県クラブバレーボール連盟 総務委員

理　事 飛　鷹　梨　絵 県クラブバレーボール連盟 総務委員

理　事 十　鳥　秀　樹 県実業団バレーボール連盟 競技委員

理　事 山　下　忠　昭 県実業団バレーボール連盟 指導普及委員

理　事 岡　　　優　佑 県実業団バレーボール連盟 審判委員

理　事 亀　山　美智子 県ママさんバレーボール連盟 競技委員

理　事 山　岡   晶　子 県ママさんバレーボール連盟 審判委員

理　事 漆　原  美和子 県ママさんバレーボール連盟 指導普及委員

理　事 小笠原　洋　子 県ママさんバレーボール連盟 総務委員

理　事 大　谷　隆　夫 県ソフトバレーボール連盟 競技委員

理　事 間　嶋  　　 進 県ソフトバレーボール連盟 審判委員

理　事 橘　　　周　平 県ソフトバレーボール連盟 指導普及委員

理　事 我部山　知　子 県ソフトバレーボール連盟 総務委員

理　事 松　本　英　志 県ビーチバレーボール連盟 全般

監　事 藤　沢　正　憲 中学校推薦

監　事 鳥　居　亜　紀 高校推薦

会長１　副会長11　理事長１　副理事長1　常任理事12　理事43(小5  中9  高9  大1  ク7  実3  マ4  ソ4  ビ
1)　監事2　　計71名
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賛同団体 山　口　　　進 小豆島町協会

賛同団体 笠　井　正　人 東かがわ市協会

賛同団体 廣　地　　　俊 坂出市協会

賛同団体 畠　山　　　進 丸亀市協会

賛同団体 渡　邉　　　究 三豊市協会

賛同団体 末　包　保　廣 実年者協議会
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