
令和 2年度〜3年度　鹿児島県ソフトボール協会役員
2020年～2021年

役　　　職 氏　　名 所　　属 備　　考
会
長
・
副
会
長

名誉会長 　入角　　亨 阿久根支部 (日本ソフトボール協会顧問)

会長 　霜出　勘平 南薩支部

副会長 　田中　久仁 鹿児島市支部

副会長 　岩下　方義 日置支部

副会長   茶圓　　薫 川内支部

常
　
任
　
理
　
事

理事長 　瀬戸山　章 南薩支部

副理事長 　中村　浩二 宮之城支部 (兼務)副国体・障害者大会委員長

副理事長 　安楽　清孝 鹿児島市支部 (兼務)国体・障害者大会担当

副理事長　兼　記録委員長 　石坂　　務 阿久根支部 (兼務)国体・障害者大会担当

副理事長 　中原　重信 南薩支部 (兼務)国体・障害者大会担当

副理事長   末吉　繁雄 肝属支部 (兼務)国体・障害者大会担当

総務委員長 　蕨迫　博紀 鹿児島市支部 (兼務)国体・障害者大会担当

財務委員長 　田淵　　裕 日置支部 (兼務)副国体・障害者大会委員長

審判委員長　兼　ルール委員長   小牧　　司 南薩支部 (兼務)ルール委員長・(兼務)国体・障害者大会担当

記録委員長   石坂　　務 阿久根支部 (兼務)副理事長

広報委員長 　森　　光利 鹿児島市支部 広報

指導者委員長 　平山　勇樹 鹿児島市支部 (兼務)高体連（女子）

技術委員長 兼　国体委員長   有川　宗伸 鹿児島市支部 (兼務)国体担当委員長・高体連(男子)

国体選手強化委員長 　山本　良三 肝属支部 (兼務)国体担当

普及委員長 　休坂　和人 川内北中 (兼務)中体連担当

副国体委員長　兼　障害者大会委員長 　蕨迫　博紀 鹿児島市支部 (兼務)国体・障害者大会担当(兼務)放送総括担当

障害者大会委員長   田淵　　裕 日置支部 (兼務)国体・障害者大会担当

事務局長 　久保山　正志 鹿児島市支部 (兼務)国体・障害者大会担当

委
　
嘱
　
理
　
事

総務副委員長　兼　事務局次長 　前野　秀之 鹿児島市支部 (兼務)国体・障害者大会担当

ドクター委員長 　岩崎　正史 伊佐支部

用具委員長 　笹平　幸安 鹿児島市支部

女性委員長 　牧瀬　加奈子 鹿児島市支部

少年団委員長 　小野　正男 鹿児島市支部

中学体育連盟(男子)   休坂　和人 川内北中 (兼務)普及委員担当

中学体育連盟（女子） 　池田　一未 神村学園 (兼務)普及委員担当

高校体育連盟(男子) 　有川　宗伸 隼人工業高校 (兼務)技術委員長

高校体育連盟(女子) 　平山　勇樹 鹿児島女子高校 (兼務)指導者委員長

一般(男子)

一般(女子)

副記録委員長 　田中　裕明 鹿児島市支部 (兼務)国体・障害者大会担当

副国体選手強化委員長   土屋　　学 肝属支部

副国体選手強化委員長   吉田　賢良 姶良東部支部

副指導者委員長 (兼務)国体・障害者大会担当

副障害者大会委員長   鶴留　孝一 南薩支部 (兼務)国体・障害者大会担当

副障害者大会委員長   上釜　正巳 鹿児島市支部 (兼務)国体・障害者大会担当

監
事

監事 　松元　三七夫 姶良支部

監事   新原　善和 伊佐支部

監事 　西山　忠行 姶良東部支部
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当有川　宗伸 山本　良三 休坂　和人 蕨迫　博紀 田淵　　裕 久保山　正志

総務副委員長　　兼　　
事務局次長

ドクター委員長 用具委員長 女性委員長 少年団委員長 中学体育連盟(男子)
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