
軟式野球競技役員 

 

部     長 中岡 英彦（大）  

副  部  長  廣瀬 淳一（滋） 神尾 信作（兵） 吉田 浩敏（奈） 酒井 幹司（和） 

 西垣 和彦（京） 

顧     問 和田 佳邦（大） 

競 技 委 員 長 有松  至（大） 

競技副委員長         野田 喜紀（滋） 山内 拓也（兵） 河内  剛（奈） 梶ヶ山知美（和） 

 山本 力也（京） 川畑 雅二（大） 高橋 哲也（大） 橋本  寛（大） 

 樋口 尚久（大） 山本 裕康（大） 

総 務 委 員 長 尾西 芳樹（大） 

総務副委員長        田和  誠（大）  菊岡 秀行（大） 原田 尚史（大） 寒川 陽介（大） 

 川合 正起（大）  上木 信昭（大）  

総 務 委 員 津田  誠（滋）  藤原 浩之（滋） 木村 義宏（滋） 中島 文男（滋） 

 三宅  草（滋）  間所 忠昌（滋） 保木 康宏（滋） 橋本 直樹（兵） 

 宅間  進（奈）  川本 定義（奈） 山村 一彦（奈） 田渕 義康（和） 

 大畑 昌之（和）  岩佐 武司（京） 三浦 輝嗣（京） 金島 秀史（大） 

 青木 善彦（大）  麻野 洋一（大） 浅野 嘉仁（大） 味本 大介（大） 

 安東 義弘（大）  生長 政彦（大） 伊藤 仁文（大） 上田 拓也（大） 

 上田 直人（大）  岡田 太郎（大） 岡橋雄一郎（大） 岡本 美徳（大） 

 奥山 裕介（大）  柏原 進一（大） 金子 増佳（大） 釜  慎吾（大） 

 川口 順平（大）  河野 智行（大） 川本 雅之（大） 岸本 治郎（大） 

 北田 拓也（大）  木元 克哉（大） 源嶋 史典（大） 小池 哲史（大） 

 小松 恒彦（大）  坂田 浩之（大） 作花大二郎（大） 島原 政則（大） 

 杉本 直樹（大）  砂場 秀人（大） 鷹橋 秀行（大） 竹添 康二（大） 

 田中 利一（大）  谷口 克彦（大） 谷口 裕実（大） 辻  順宏（大） 

 鳥飼 正葵（大）  仲  正人（大） 永井 茂利（大） 中島 浩司（大） 

 中森 慎也（大）  西垣 一範（大） 西本 一郎（大） 丹羽 孝一（大） 

 畠澤 拓也（大）  濱田 好久（大） 福田洋一郎（大） 古川  修（大） 

 堀川 直樹（大）  前川 雅暁（大） 松本 義人（大） 南  博司（大） 

 南  雅章（大）  宮田 重一（大） 百田 孝夫（大） 森光  淳（大） 

 森本 勝久（大）  森山 昭彦（大） 柳谷 昌治（大） 山﨑 向太（大） 

 山田  隆（大）  山田  稔（大） 山本 龍司（大） 吉田 久二（大） 

 渡辺 隆明（大）  渡辺 龍史（大） 

審 判 委 員 長 川瀬 成三（大） 

審判副委員長        西原 知信（大） 

審 判 委 員 守田 智昭（兵） 寺田雄一郎（兵） 下舞 拓也（兵） 川口 賢治（兵） 

 渡邉  悟（京） 石井  充（京） 藤本 裕之（京） 杉村  元（京） 

 井上 博教（奈） 前田 秀樹（奈） 十川 充洋（奈） 辰巳 典久（奈） 

 宇野  努（和） 山岡 周平（和） 宮田慎二郎（和） 木下 康彰（和） 

 上野耕一郎（滋） 竹中 裕貴（滋） 折井 重之（滋） 上田 智史（滋） 

 檀上 幸人（大） 松本  桂（大） 松藤 康之（大） 井上 康一（大） 

 津村  匡（大） 山田 新也（大） 前田 壮賢（大） 山本 直登（大） 

 瀬川 周平（大） 宮川 裕司（大） 田中健太郎（大） 長谷川裕明（大） 

 森  功一（大） 春田 明洋（大） 川畑 一生（大） 龍田 将登（大） 

 甲田 将隆（大） 森山  創（大） 

救  護  員 濱西 容子（大） 中島登志子（大） 

放     送 常深 麻子（大） 松田 夕美（大） 奥田 真弓（大） 山田 美久（大） 

 中森 夕貴（大） 

補  助  員 大阪市立此花中学校野球部 


