
役職名 氏名 連盟・部会 担  当

会　 長 福　家　浩　二 　

副会長 谷　口　英　貴 県小学生バレーボール連盟
会長
同審判委員会委員長

副会長 夏　田　安　晴 県中学校体育連盟 バレーボール専門部会長

副会長 砂　留　修　司 県高等学校体育連盟 バレーボール専門部会長 

県大学バレーボール連盟 会長

県ビーチバレーボール連盟 理事長

副会長 桑　島　哲　也 県クラブバレーボール連盟 会長

副会長 西　紋　彰　彦 県実業団バレーボール連盟 会長

副会長 池　添　千恵子 県ママさんバレーボール連盟 会長

副会長 岩　原　廣　彦 県ソフトバレーボール連盟 会長

副会長 香　川　修　二 県ﾋﾞｰﾁバレーボール連盟 会長

副会長 池　田　義　幸 県ヤングバレーボール連盟 会長

県バレーボール協会

事務局長

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

指導普及委員長

県バレーボール協会

強化委員長

県バレーボール協会

総務委員長

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 小　野　智　史 県中学校体育連盟 バレーボール専門部部長

常任理事 植　松　陽　司 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 田　中　　　聡 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 折　井　広　正 県実業団バレーボール連盟 理事長

常任理事 増　田　安幾代 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

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

常任理事

常任理事

　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。

常任理事

　

平成23・24年度香川県バレーボール協会役員名簿

池　内　裕　二

宮　川　　　隆

中　瀬　巳紀生

副理事長

副理事長

副会長

理事長

副理事長

香　川　昌　之

麓　　　哲　哉

多　田　俊　昭

秋　山　秀　樹

大　坂　浩　資
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理　事 岩　部　　　猛 県中学校体育連盟 競技委員

理　事 笠　井　慎　二 県中学校体育連盟 強化委員・指導普及委員

理　事 河　田　悦　司 県中学校体育連盟 強化委員・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 山　本　佳　子 県中学校体育連盟 総務委員

理　事 小　原　知　子 県中学校体育連盟 総務委員

理　事 石　川　敦　子 県中学校体育連盟 総務委員

理　事 谷　本　佳　昭 県中学校体育連盟 情報委員

理　事 倉　山　佳　子 県中学校体育連盟 情報委員

理　事 谷　畑　祐　二 県高等学校体育連盟 競技委員

理　事 黒　田　裕　司 県高等学校体育連盟 競技委員

理　事 岡　本　孝　士 県高等学校体育連盟 強化委員・指導普及委員

理　事 萱　原　恭　弘 県高等学校体育連盟 審判委員

理　事 藤　田　　　航 県高等学校体育連盟 審判委員

理　事 大　野　知　見 県高等学校体育連盟 総務委員

理　事 藤　井　園　子 県高等学校体育連盟 総務委員

理　事 藤　阪　純　弘 県高等学校体育連盟 競技委員・情報委員

理　事 仁　科　博　光 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 三　谷　栄　芸 県クラブバレーボール連盟 競技委員

理　事 河　田　　　武 県クラブバレーボール連盟 競技委員

理　事 池　添　義　博 県クラブバレーボール連盟 審判委員

理　事 池　添　ゆかり 県クラブバレーボール連盟 審判委員

理　事 三　野　隆　広 県クラブバレーボール連盟 審判委員

理　事 前　谷　智　仁 県クラブバレーボール連盟 指導普及委員

理　事 国　生　和　子 県クラブバレーボール連盟 総務委員

理　事 大　森　公　子 県クラブバレーボール連盟 総務委員

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 十　鳥　秀　樹 県実業団バレーボール連盟 競技委員

理　事 漆　原　美和子 県ママさんバレーボール連盟 競技委員

理　事 末　角　久　美 県ママさんバレーボール連盟 審判委員

理　事 八　木　和　代 県ママさんバレーボール連盟 指導普及委員

理　事 林　　　絹　代 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 亀　山　浩　二 県ソフトバレーボール連盟 指導普及委員

理　事 藤　井　正　子 県ソフトバレーボール連盟 総務委員

理　事 三　好　茂　夫 県ビーチバレーボール連盟 全般

監　事 天　野　康　徳 社会人推薦

監　事 山　上　　　匡 高校推薦
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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 山　本　芳　宏 坂出市協会

賛同団体 直　井　　　諭 丸亀市協会

賛同団体 島　田　一　良 三豊市協会

賛同団体 石　井　芳　輝 実年者協議会

会長１　副会長10　理事長１　副理事長3　常任理事11　理事44(小4  中10  高8  大1  ク10  実
1  マ4  ソ4 ビ1)　監事2　計70名
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