
２０１８年度 関東大学バレーボール連盟 役員一覧 

 

会 長   市川伊三夫 

副 会 長   永島 惇正  福田 順一 

理 事 長   髙野 和弘 

副理事長   出居 綏子  渡辺  剛 

常任理事   遠藤 俊郎  滝澤維世嗣   田代 英明  積山 和明  横沢 民男 

       太田尻紗也香（学生委員長・日体大） 

理 事   加藤 敬夫  木下  健  徳永 文利  中西 康己  永田 道子   並木 清三  根本  研 

  長谷川直人  日置 康夫  不老 浩二  森野  曻 

学生理事   黒須 愛美（日本大）  杉山 健太（東海大）  松田 侑女（日体大）  田村 友季（嘉悦大）  

学生理事   佐久間絢菜（早稲田）  山田  凜（順天堂）  大西  郁（駒澤大）  山本 聖也（法政大） 

   濵渕  桃（東女体）  中村 照悟（明治大）  山際拳士朗（国士舘） 

監 事   中崎 方一  森  篤雄 

運営理事   板倉 尚子  大中 明子  勝又 禎蔵  川合  庶  高橋 栄二  二宮 恒彦  樋口 寛子 

 平本 貴宏  藤井 壮浩  藤澤 昌彦  松井 泰二   

 

各専門委員会委員長  （◎委員長 ○副委員長） 

総 務  ◎滝澤維世嗣 ○出居 綏子 ○木下  健 ○永田 道子 ○田村 友季（嘉悦大）  

安藤 祐枝  岩山なつき  石塚  彩   大中 明子   岡本るみ子   沖本 和也  小保方弘枝   

清水 一洋  高畠 真祐  田中 勇貴   髙橋 栄二   野村裕美子   葉山冨美子  樋口 寛子 

雛田 総子  本城由香里  村山伊知子   百瀬由美子   森  友里  

規 約  ◎渡辺  剛 ○出居 綏子  滝澤維世嗣 ○太田尻紗也香（日体大） 

競 技 ・ 登 録    ◎日置 康夫 ○長谷川直人 ○不老 浩二 〇渡辺   剛○松田 侑女（日体大）○田村 友季（嘉悦大） 

飯田 周平    清水 久英    白井 大史     高橋 宏文  田中 博史   並木 清三    二宮 恒彦     

平本 貴宏   村本 伸幸   湯澤 芳貴    横矢 勇一   吉田 幸恵 

審 判    ◎田代 英明 ○小柴  滋 ○澤  達大 ○森野  曻  ○黒須 愛美（日本大） 

       小川 浩二  小野沢一宏  杤堀 仁美  新田 浩幸   浜野 陽一 

広報･企画  ◎加藤 敬夫 ○滝澤維世嗣 〇長谷川直人  木下  健   葉山冨美子  〇山田  凜（順天堂）    

指導普及  ◎積山 和明 ○徳永 文利 ○蓮  一臣 ○松田 侑女（日体大） 

       根本  研  藤井 壮浩  湯澤 芳貴 

男子強化  ◎積山 和明 ○徳永 文利 ○杉山 健太（東海大） 

秋山  央   石渡 光一  岡崎 吉輝  高橋 宏文  中田  学  松井 泰二  松永 理生  

村本 伸幸   山本 健之  横沢 民男  吉岡 達仁   

女子強化  ◎中西 康己 ○根本  研 ○松田 侑女（日体大） 

        飯田 周平   今丸好一郎   黒後  洋     白井 大史  生瀬 良造  藤井 壮浩  本田 憲之     

宮崎 和一  湯澤 芳貴   吉田 千絵   

ビーチバレーボール  ◎横沢 民男 ○川合  庶 ○黒須 愛美（日本大） 

大西真紀子  勝又 禎蔵  加藤 敬夫    白鳥  歩  高橋 昌也  長谷川直人  平野 将弘   

廣  紀江  増淵  晃  宮城 智哉    吉川 清彦  

科学研究  ◎遠藤 俊郎 ○田中 博史 ○九冨 鴻平（専修大） 

       石川 利正  板倉 尚子  新堀加寿美  杉山 仁志  鈴木 淳平  高木健太郎  水石  裕    

安田  貢  湯澤 芳貴  横矢 勇一 

 

※なお、役員は 50音順となっております。 


