平成３０年 度 第３８回熊 本県中学選抜バレ ーボール選手権 大会役員表
会 場 名

６
月
９
日
（
土
）
６
月
10
日
（
日
）
本

部

稜南中学校会場
男 子（ Ａ・Ｂ ）
協会担当者
平田 穣 (天草市協会）
会場責任者(地元責任者 ) 松田 洋典 (天草市協会）
競技副委員長
緒方 昭王 （県協会）
競技委員
岸谷祐太朗 （龍ヶ岳）

本渡中学校会場
男 子 （ Ｃ・Ｄ ）女子（ Ｈ ）
田中 三雄 (天草市協会）
野島 逸郎 (天草市協会）
松原眞一郎 （城 西）
中村 吉伸 （本 渡）

天草市民センター会場
女 子（ Ｅ・Ｆ・Ｇ ）
坂井公一郎 (県協会）
梶原 修平 (天草市協会）
丸山 喜寛 (鹿 本)
田中 直 （天草市協会）
民本 介士 （天草市協会）
審判副委員長
上原 栄作 （県協会）
吉田 稔 （県協会）
甲斐 照和 （県協会）
審判委員
端田 直也 （天草市協会） 榊 桂史郎 （県協会）
志水 清孝 （県協会）
桂田 義郎 （天草市協会）
松本 祥司 （天草市協会）
総務副委員長
今村 翔 （帯 山）
浦上 勝典 (出 水)
徳永 重義 （米野岳）
総務委員
安井 大 （稜 南）
光岡 貴洋 （本 渡）
金子 貴利 （天草市協会）
駐車場係
小谷 直樹 （有 明）
松本 哲也 （有 明）
児玉 顕悟 （五 和）
会 場 名
稜南中学校会場
天草市民センター体育館
男 子（ Ａ・Ｂ ）
女 子（ Ｅ・Ｇ ）
協会担当
田中 三雄 (天草市協会）
坂井公一郎 (県協会）
会場責任者(地元責任者 )
平田 穣 （天草市協会）
梶原 修平 (天草市協会）
競技副委員長
緒方 昭王 （県協会）
坂井 弓恵 （西合志）
競技委員
田中 直 （天草市協会）
齋藤 茂 （新 和）
審判副委員長
上原 栄作 （県協会）
吉田 稔 (県協会)
審判委員
榊 桂史郎 （県協会）
山下 誠 （天草市協会） 志水 清孝 （県協会）
原田 大志 （天草市協会）
井上 博登 （天草市協会） 甲斐 照和 （県協会）
中村 吉伸 （天草市協会）
桂田 義郎 （天草市協会） 木原 要誠 （天草市協会）
登 明梨 （天草市協会)
総務副委員長
浦上 勝典 (出 水)
吉川 政美 (二 岡)
総務委員
安井 大 （稜 南）
徳永 重義 （米野岳） ・ 立石 貴一 （本渡東）
駐車場係
松本 哲也 （有 明）
児玉 顕悟 （五 和）
大会会長
本松 賢 （熊本県バレーボール協会長）
大会副会長
坂井 公一郎・外村 聖治・平田 逸夫・渡邊 健治・田上 美規男 （熊本県バレーボール協会副会長）
大会委員長
松下 敏親 （熊本県バレーボール協会理事長）
大会副委員長
徳永 重義 （米野岳）
競技委員長
坂井 弓恵 （西合志） 〔副〕松原眞一郎 （城 西）
審判委員長
吉田 稔 (県協会) 〔副〕上原 栄作 (県協会)
総務委員長
吉川 政美 (二 岡) 〔副〕浦上 勝典 (出水)
地元総括
田中 三雄 （天草市バレーボール協会顧問）
地元理事長
端田 直也 （天草市バレーボール協会理事長）
地元責任者
立石 貴一 （本渡東）

備

考

◇ 開 会 式 ◇
天草市民センター体育館
１）開会の言葉 （9:30）
２）優勝旗返還
男子 － 鎮西
女子 － 熊本西原
３）挨拶
坂井公一郎 （県協会）
田中 三雄 (天草協会）
４）会場使用上の注意 立石先生
５）選手宣誓
６）閉会の言葉

◇ 閉 会 式 ◇
各会場
１）開会の言葉
２）成績発表
３）表彰及び講評
男子－田中 三雄 (天草協会）
女子－坂井公一郎 (県協会）
４）閉会の言葉

