H２９．４．１８ 現在

平成２９年度 県中体連バレーボール専門部 役員一覧
職名

氏名

郵便番号

学校ＴＥＬ

学校FAX

部長

中川 富夫

329-2751

那須塩原市東三島1-10

那須塩原市立三島中学校

0287-36-0209

0287-36-5192

副部長

諏訪 修一

321-0952

宇都宮市泉が丘4-11-40

宇都宮市立泉が丘中学校

028-661-2508

028-661-2536

委員長

上野 浩孝

321-0151

宇都宮市西川田町1038

宇都宮市立姿川中学校

028-658-2203

028-684-3026

副委員長

手塚 千貴

320-0038

宇都宮市星が丘2-3-31

宇都宮市立星が丘中学校

028-622-6542

028-650-4021

普及強化委員長

石原 佳宏

327-0507

佐野市葛生西3-4-1

佐野市立葛生中学校

0283-85-2169

0283-85-2196

普及強化副委員長（男子）３年

手塚 千貴

320-0038

宇都宮市星が丘2-3-31

宇都宮市立星が丘中学校

028-622-6542

028-650-4021

普及強化副委員長（男子）２年

鈴木 研二

321-2118

宇都宮市新里町丁1608-19 宇都宮市立国本中学校

028-665-1146 028-665-1592

普及強化副委員長（男子）１年

田村 昌大

321-0112

宇都宮市屋坂町143番地 宇都宮市立横川中学校

028-656-2441 028-657-7052

普及強化副委員長（女子）３年

植木 一憲

321-4217

普及強化副委員長（女子）２年

吉田 京平

普及強化副委員長（女子）１年

荻原

普及強化会計担当

手塚 千貴

320-0038

会計委員長

鈴木 研二

321-2118

会計副委員長

仁村 嘉秀

321-3235

総務委員長

澤村 隆行

320-0816

宇都宮市天神1丁目1番42号 宇都宮市立旭中学校

仁村 嘉秀

321-3235

宇都宮市鐺山町231

総務委員（宇河地区委員長）

澤村 隆行

320-0816

宇都宮市天神1丁目1番42号 宇都宮市立旭中学校

総務委員（日光地区委員長）

鈴木 聡

総務委員（鹿沼地区委員長）

堀込 崇志

総務委員（芳賀地区委員長）

森山 正義

321-3531

総務委員（下都賀地区委員長）

稲葉 秀樹

329-0414

総務委員（塩谷地区委員長）

斎藤 時範

総務委員（那須地区委員長）

県役員 総務副委員長

ビーチバレー

ＭＲＳ

悟

住所

学校名

益子町益子３６１８

益子町立益子中学校

0285-72-2069

0285-72-2948

320-0834

宇都宮市陽南2-4-58

宇都宮市立陽南中学校

028-658-1293

028-684-3027

322-0015

鹿沼市上石川1573

鹿沼市立北犬飼中学校

0289-76-2014

0289-76-2784

宇都宮市星が丘2-3-31

宇都宮市立星が丘中学校

028-622-6542

028-650-4021

321-2341

宇都宮市新里町丁1608-19 宇都宮市立国本中学校

028-665-1146 028-665-1592

宇都宮市鐺山町231

028-667-0101

宇都宮市立清原中学校

宇都宮市立清原中学校

028-667-0729

028-634-9177 028-651-0509

028-667-0101 028-667-0729
028-634-9177 028-651-0509

日光市大沢町９７

日光市立大沢中学校

0288-26-0017

0288-26-0422

鹿沼市西沢町1414

鹿沼市立南摩中学校

0289-77-2009

0289-77-2103

芳賀郡茂木町茂木72

茂木町立茂木中学校

0285-63-1218

0285-63-4894

下野市小金井4-1-8

下野市立国分寺中学校

0285-44-0050 0285-44-0147

329-1311

さくら市氏家3243

さくら市立氏家中学校

028-682-2204

028-682-0379

小田 昌宏

325-0033

那須塩原市埼玉6

那須塩原市立黒磯北中学校 0287-60-1012

0287-62-6181

総務委員（南那須地区委員長）

石島 正樹

324-0613

那珂川町馬頭2558-10

那珂川町立馬頭中学校

0287-92-2399

0287-92-2508

総務委員（佐野地区委員長）

木村 賢治

327-0835

佐野市植下町1205

佐野市立南中学校

0283-23-0869

0283-23-6821

総務委員（足利地区委員長）

池田 さおり

326-0808

足利市本城１丁目1492番地 足利市立第二中学校

0284-41-2158

0284-41-2159

審判委員長

委文 学治

321-4361

真岡市並木町3丁目120

真岡市立真岡中学校

0285-82-5135

0285-83-8010

審判副委員長（女子）

木村 賢治

327-0835

佐野市植下町1205

佐野市立南中学校

0283-23-0869

0283-23-6821

審判副委員長（女子）

生澤 裕太

328-0034

栃木市本町5-5

栃木市立栃木南中学校

0282-22-0675

0282-22-0919

審判副委員長（男子）

田村 昌大

321-0112

宇都宮市屋坂町143番地

宇都宮市立横川中学校

028-656-2441

028-657-7052

審判副委員長（男子）

横町 竜次

321-3235

宇都宮市鐺山町231番地

宇都宮市立清原中学校

028-667-0101

028-667-0729

競技委員

鈴木 研二

321-2118

宇都宮市新里町丁1608-19 宇都宮市立国本中学校

028-665-1146 028-665-1592

審判委員長

生澤 裕太

328-0034

栃木市本町5-5

0282-22-0675 0282-22-0919

普及強化委員長

吉田 京平

320-0834

宇都宮市陽南2-4-58

宇都宮市立陽南中学校

028-658-1293 028-684-3027

MRS担当

恩田 敬徳

320-0851

宇都宮市鶴田町261-3

宇都宮市立宮の原中学校

028-648-2226

028-649-1254

MRS担当

上野 浩孝

321-0151

宇都宮市西川田町1038

宇都宮市立姿川中学校

028-658-2203

028-684-3026

322-0344

栃木市立栃木南中学校

