平成２０年度（財）全国高等学校体育連盟自転車競技専門部 役員名簿
部長
副部長
本部役員
〃・理事長
副理事長
北海道・東北
関東
東海・北信越
常任理事
近畿
中国・四国
九州
九州
監事
東北
総務委員長
専門委員会 技術審判委員長
強化委員長
局長
局員
事務局
〃
〃

総務

（兼常任理事）
（兼常任理事）

技術審判

専門委員会

（兼常任理事）
（兼常任理事）
（兼常任理事）

強化

（兼常任理事）

荒川 義弘
角田 康夫
山口 秀雄
早川 誠司
佐藤 正博
寺崎 豪紀
松島 賢治
上野
孝
矢野 淳彦
山鹿 幸宏
月成 憲一
中野目 啓
中田 将次
福田 俊彦
大野 直志
中梶 秀則
伊藤 治郎
山本 明弘
中村 雅章

福井県立春江工業高等学校
学校法人南光学園東北高等学校
埼玉県立坂戸高等学校
山梨県立甲府工業高等学校
宮城県仙台商業高等学校
神奈川県法政大学第二高等学校
長野県松本工業高等学校
和歌山県立和歌山北高等学校
高知県土佐高等学校
宮崎県立都城工業高等学校
祐誠高等学校
福島県立白河高等学校
熊本市立千原台高等学校
埼玉県立杉戸農業高等学校
青森県立八戸工業高等学校
福井県立春江工業高等学校
愛知県名城大学附属高等学校
静岡県興誠高等学校
青森県立八戸工業高等学校

919-0461
981-8543
350-0271
400-0026
981-3131
211-0031
390-8525
640-8464
780-8014
885-0084
830-0052
961-0851
860-0073
345-0024
031-0801
919-0461
453-0031
430-0907
031-0801

坂井市春江町江留上緑8-1
仙台市青葉区小松島4-3-1
坂戸市上吉田586番地
甲府市塩部2-7-1
仙台市泉区七北田古内75番地
川崎市中原区木月大町6-1
松本市筑摩4-11-1
和歌山市市小路388
高知市塩屋崎町1-1-10
都城市五十町2400番地
久留米市上津町2192
白河市字南登町54
熊本市島崎2-37-1
北葛飾郡杉戸町大字堤根1684-1
八戸市江陽1-2-27
坂井市春江町江留上緑8-1
名古屋市中村区新富町1-3-16
浜松市高林1-17-2
八戸市江陽1-2-27

0776-51-0178
022-234-6364
049-281-3535
055-252-4896
022ｰ218-3141
044-711-4377
0263-25-1184
073-455-3528
0888-33-4394
0986-22-4349
0942-22-1238
0248-24-1116
096-355-7261
0480-32-0029
0178-22-7348
0776-51-0178
052-481-7436
05-3471-4136
017-822-7348

0776-51-7066
022-234-6639
049-288-1107
055-251-3385
022-218-5432
044-733-5115
0263-27-6170
073-455-5943
0888-33-7373
0986-22-5877
0942-22-1239
0248-24-2778
096-355-2947
0480-36-1012
0178-43-2653
0776-51-7066
052-481-9400
05-3471-4137
017-843-2653

中田 将次
帯金章太郎
今井喜代治
戸高 圭一
山鹿 幸宏
佐藤 正博
福田 俊彦
川手 一則
河田 拓也
堤谷 孝章
寺崎 豪紀
矢野 淳彦
松島 賢治
大野 直志
徳地 末広
伊藤栄一郎
山本 宏恒
堀
芳彰
班目真紀夫
百々 敦史
上野
孝

熊本市立千原台高等学校
静岡理工科大学星陵高等学校
大阪府立城東工科高等学校
広島県広島城北高等学校
宮崎県立都城工業高等学校
宮城県仙台商業高等学校
埼玉県立杉戸農業高等学校
広島県広島市基町高等学校
鳥取県立倉吉西高等学校
香川県立高松工芸高等学校
法政大学第二高等学校
高知県土佐高等学校
長野県立松本工業高等学校
青森県立青森商業高等学校
奈良県立榛生昇陽高等学校
昭和第一学園高等学校
栃木県作新学院高等学校
香川県立石田高等学校
福島県立東白川農商高等学校
三重県立朝明高等学校
和歌山県立和歌山北高等学校

860-0073
418-0035
578-0976
732-0015
885-0084
981-3131
345-0024
730-0005
682-0925
760-0017
211-0031
780-8014
390-8525
030-0913
633-0241
190-0003
320-8525
769-2321
963-6131
512-1304
640-8464

熊本市島崎2-37-1
富士宮市星山1068
東大阪市西鴻池町2-5-33
広島市東区戸坂城山町1-3
都城市五十町2400番地
仙台市泉区七北田古内75番地
北葛飾郡杉戸町大字堤根1684-1
広島市中区西白島町25-1
倉吉市秋喜20
高松市番町2-9-30
川崎市中原区木月大町6-1
高知市塩屋崎町1-1-10
松本市筑摩4-11-1
青森市東造道1-6-1
宇陀市榛原区下井足210
立川市栄町2-45-8
宇都宮市一の沢1-1-14
大川郡寒川町石田東甲1065
東白川郡棚倉町字東中居63
四日市市中野町2216
和歌山市市小路388

096-355-7261
054-424-4811
06-6745-0051
082-229-0111
09-8622-4349
02-2218-3141
0480-32-0029
082-221-1510
0858-28-1811
087-851-4144
044-711-4377
0888-33-4394
026-325-1184
017-736-6116
074-582-0525
042-536-1611
028-648-1811
0879-43-2530
0247-33-3214
0593-39-0212
073-455-3528

096-355-2947
054-424-9929
06-6745-6221
082-229-0112
09-8622-5877
02-2218-5432
0480-36-1012
082-221-5299
0858-28-1812
087-851-4146
044-733-5115
0888-33-7373
026-327-6170
017-736-5188
074-582-7606
042-537-6880
028-648-8408
0879-43-2531
0247-33-7943
0593-39-0213
073-455-5943

（財）全国高等学校体育連盟自転車競技専門部
事務局
〒919-0461 福井県立春江工業高等学校内

中梶

秀則

