
第４５回熊日学童オリンピックバレーボール大会

【大会役員】
大 会 会 長 本松 賢
大会副会長 渡邊 健治 田上美規男 松下 敏親 坂梨正文 緒方孝章
大会委員長 中野 洋一
大会副委員長 猿渡 輝男 斉藤 幸一 鳥井 昭宏 濱川 末喜 八木田成人
大 会 委 員 小川 淳 小串 公勝 境 敬一郎 丸山 喜寛 前田 公三

溜渕 浩哉 飯塚 初子 坂本 将基 中島 健 徳永 重義
住吉 安喜 坂本 司 日車 輝年 中山 直幸 濱崎 庸一
瀬戸山 治 小幡 美保 緒方 昭王 田村 誠
熊本県小学生バレーボール連盟理事

【競技役員】
競技委員長 高見 伸也 競技副委員長 中元 尚文 今村 和徳 田代 俊哉
審判委員長 原 雄一 審判副委員長 栗原 和孝 冨田 靖博 満生 真史
総務委員長 坂﨑 哲也 総務副委員長 堀内 康範 米原 秀一

【１日目】令和元年７月２７日（土）９時３０分開会

会 場 菊鹿グリーンパルス 菊鹿多目的体育館 津奈木町Ｂ＆Ｇ 天水体育館 豊野農業者ＴＣ 日吉東小 白山小 出水南小
（コート） ａ ｉ ｄ ｍ

会場長 猿渡輝男(日吉東小) 八木田成人(太田郷小) 濱川 末喜(美咲野小)

審判長 江上 芳浩 宮本 勝紀 上田 信昭 三橋 弘明 福田 忠司 井上 孝 斉藤 幸一 坂口 詩歩

競技委員長 江上 芳浩 富田貴久雄 上田 信昭 三橋 弘明 福田 忠司 井上 孝 斉藤 幸一 坂口 詩歩

総 務
今村 和徳 高木 秀幸 大園 剛 木村 里志 野田亜希子 芋生 雅邦 石崎 恵美 坂﨑 哲也

会場責任者

会 場 美咲野小 室小 八千把小 麦島小 千丁小 太田郷小 郡築小
（コート） ｅ ｐ

会場長 鳥井 昭宏(津奈木町Ｂ＆Ｇ) 斉藤幸一(白山小)

審判長 濱川 末喜 金森 光治 本田 雅大 日車 輝年 中元 尚文 満生 真史 栗原 和孝

競技委員長 濱川 末喜 金森 光治 本田 雅大 日車 輝年 中元 尚文 野口 大旗 栗原 和孝

総 務
長谷野二郎 荒木日出登 山田 哲也 堀田 英樹 和田 浩治 松岡 謙治 白石 啓二

会場責任者

【２日目】令和元年７月２８日（日） 【３日目】令和元年８月３日（土）
男子９時３０分開会 女子９時３０分開始 ９時３０分開始

会 場 菊鹿グリーンパルス 菊鹿多目的体育館 日吉東小 白山小 会 場 菊鹿グリーンパルス
（コート） β・δ α・γ Ａ・Ｂ Ｃ・Ｄ （コート） Ａ･Ｂ

会場長 濱川 末喜 富田貴久雄 猿渡 輝男 斉藤 幸一 会場長 猿渡 輝男

審判委員長 梅下 美樹 松村 昌夫 満生 真史 栗原 和孝 審判委員長 満生 真史

競技委員長 田代 俊哉 後藤 浩人 野口 大旗 中元 尚文 競技委員長 中元 尚文

総務委員長 冨田 顕正 川島 健一 八木田成人 今村 和徳 総務委員長 堀内 康範

会場責任者 冨田 顕正 川島 健一 芋生 雅邦 石崎 恵美 会場責任者 八木田成人

※ 県小連役員は上記会場へ集合のこと 審 判 員 派遣審判員
競 技 役 員 熊本県小連役員

※グリーンパルスと多目的については、コート設営のため８時集合でお願いします。

☆試合結果は，各会場の会場責任者が試合終了後、すみやかにメールにて連絡して下さい。
（連絡先は、試合結果連絡用紙に記載しています。）

☆審判をされる方は笛を二種類用意ください。 また，必ず印鑑をお持ちください。
☆各チーム，チーム名を書いたＡ４サイズの紙（ネームプレート）を準備して下さい。


