
第３０回全国健康福祉祭あきた大会出場選手一覧

番
号

種目 区分 氏名 ふりがな
性
別

市町名

1 監督 柳本　正信 やなもと　まさのぶ 男 平生町

2 選手 広戸　英文 ひろと　ひでふみ 男 下松市

3 選手 松原　秀行 まつばら　ひでゆき 男 美祢市

4 選手 田端　誠 たばた　まこと 男
山陽小野田
市

5 選手 河村 泰子 かわむら やすこ 女 岩国市

6 選手 岩本　初枝 いわもと　はつえ 女 周南市

7 選手 柳原　けい子 やなぎはら　けいこ 女 下関市

8 監督 松山　忠雄 まつやま　ただお 男
山陽小野田
市

9 選手 髙嵜　利丸 たかさき　としまる 男 岩国市

10 選手 守本　明雄 もりもと　あけお 男 岩国市

11 選手 住浦　美代子 すみうら　みよこ 女 周南市

12 選手 野崎　京子 のざき　きょうこ 女 周南市

13 選手 津吉　宣生 つよし　のぶお 男
山陽小野田
市

14 監督 石丸 恭助 いしまる きょうすけ 男 山口市

15 選手 有田 勝介 ありた かつすけ 男 下関市

16 選手 梶山 百合夫 かじやま ゆりお 男 下関市

17 選手 奥迫 智子 おくさこ ともこ 女 周南市

18 選手 松村 啓子 まつむら けいこ 女 下松市

19 選手 上利 律子 あがり りつこ 女 美祢市

20 監督 柏 俊彦 かしわ としひこ 男 防府市

21 主将 高村 哲 たかむら あきら 男 防府市

22 選手 野藁 一夫 のわら かずお 男 防府市

23 選手 重田 壽昭 しげた としあき 男 防府市

24 選手 湯面 由紀夫 ゆうめん ゆきお 男 防府市

卓球

テニス

ソフトテニス

ソフトボール
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25 選手 矢吹 準二 やぶき じゅんじ 男 防府市

26 選手 西山 努 にしやま つとむ 男 防府市

27 選手 田中 達夫 たなか たつお 男 防府市

28 選手 貞政 泰男 さだまさ やすお 男 防府市

29 選手 堀 浩二 ほり こうじ 男 防府市

30 選手 関谷 孝徳 せきたに たかのり 男 防府市

31 選手 平野 範男 ひらの のりお 男 防府市

32 選手 安田 文彦 やすだ ふみひこ 男 防府市

33 選手 中野　文男 なかの　ふみお 男 防府市

34 選手 田中 賢治 たなか けんじ 男 防府市

35
監督兼
選手

安田 純郎 やすだ あつお 男 山口市

36 選手 奈良定 忠司 ならさだ ただし 男 山口市

37 選手 水津 洋子 すいず ようこ 女 山口市

38 選手 倉増 隆治 くらまし たかはる 男 山口市

39 選手 前田 幸夫 まえだ ゆきお 男 山口市

40 選手 大西 謙一 おおにし けんいち 男 山口市

41 監督 吉木 繁明 よしき しげあき 男 周南市

42 選手 野村 勝行 のむら かつゆき 男 周南市

43 選手 米田 美佐子 よねだ みさこ 女 宇部市

44 選手 岸野 俊二 きしの しゅんじ 男 山口市

45 選手 原田 和巳 はらだ かずみ 男 岩国市

46 選手 末永 雅 すえなが まさし 男 周南市

47
交代
選手

矢後 雍信 やご やすのぶ 男 光市

48
交代
選手

田中 由美子 たなか ゆみこ 女 宇部市

弓道

ペタンク

ゴルフ

ソフトボール
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49 監督 神德 清治 こうとく きよはる 男 防府市

50 先鋒 杉原 啓太 すぎはら けいた 男 山口市

51 次鋒 京條 利次 きょうじょう としのり 男 岩国市

52 中堅 河村 佳昭 かわむら よしあき 男 山口市

53 副将 廣實 嗣久 ひろざね つぐひさ 男 山口市

54 大将 松井 盾基 まつい たてき 男 山口市

55
交代
選手

藤井 通昭 ふじい みちあき 男 光市

56
交代
選手

木本 隆文 きもと たかふみ 男 下関市

57
選手
代表

藤山 正義 ふじやま まさよし 男 萩市

58 選手 長谷川 和治 はせがわ かずはる 男 長門市

59 選手 安森 博之 やすもり ひろゆき 男 長門市

60 選手 岡﨑 寿和子 おかざき すわこ 女 長門市

61 選手 藤本 秀雄 ふじもと ひでお 男 萩市

62 選手 伊藤 喬 いとう たかし 男 萩市

63 監督 村本 まさ子 むらもと まさこ 女 岩国市

64 選手 尾﨑 孝雄 おざき たかお 男 岩国市

65 選手 國清 正勝 くにきよ まさかつ 男 岩国市

66 選手 廣井 三喜雄 ひろい みきお 男 岩国市

67 選手 松井 俊生 まつい としお 男 岩国市

68 選手 宮井 信二 みやい しんじ 男 岩国市

69 選手 森藤 正 もりとう ただし 男 岩国市

70 選手 広実 正治 ひろざね まさじ 男 岩国市

71 監督 町田 正勝 まちだ まさかつ 男
山陽小野田
市

72 選手 藤 清隆 ふじ きよたか 男
山陽小野田
市

73 選手 瀬口 哲義 せぐち てつよし 男
山陽小野田
市

剣道

グラウンド・ゴ
ルフ

太極拳

サッカー
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74 選手 水野 廣 みずの ひろし 男 宇部市

75 選手 山田 守 やまだ まもる 男 宇部市

76 選手 落合 直巳 おちあい なおみ 男 宇部市

77 選手 寺岡 久仁夫 てらおか くにお 男
山陽小野田
市

78 選手 福永 正則 ふくなが まさのり 男 下関市

79 選手 阿部 哲夫 あべ てつお 男 防府市

80 選手 牧本 章文 まきもと ふみのり 男 岩国市

81 選手 紙谷 敦彦 かみたに あつひこ 男 岩国市

82 選手 崎部 直美 さきべ なおみ 男 岩国市

83 選手 橘 茂 たちばな しげる 男 岩国市

84 選手 上田 淳次 うえだ じゅんじ 男 岩国市

85 選手 三宅 保 みやけ たもつ 男 岩国市

86 選手 森重 幸壽 もりしげ ゆきひさ 男 岩国市

87 選手 村中 豊博 むらなか とよひろ 男 岩国市

88 選手 黒岩 俊明 くろいわ としあき 男 岩国市

89 選手 宮部 秀文 みやべ ひでふみ 男 岩国市

90 選手 棟近　俊彦 むねちか　としひこ 男 光市

91 選手 石津　昇 いしづ　のぼる 男 光市

92 選手 小野　厚夫 おの　あつお 男 山口市

93 選手 小野　太久 おの　もとひさ 男 美祢市

94
スタン

ダードの
部

福永 一雄 ふくなが かずお 男 山口市

95
スタン

ダードの
部

鈴尾 早苗 すずお さなえ 女 山口市

96
スタン

ダードの
部

杉田 潤一 すぎた じゅんいち 男 防府市

97
スタン

ダードの
部

中村 愛子 なかむら あいこ 女 山口市

ダンススポー
ツ

水泳

サッカー
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98
ラテンの

部 松村 芳信 まつむら よしのぶ 男 防府市

99
ラテンの

部 三吉 喜久代 みよし きくよ 女 防府市

100
ラテンの

部 樋口 武雄 ひぐち たけお 男 萩市

101
ラテンの

部 鹿嶋 千代美 かしま ちよみ 女 美祢市

102 監督 村田 彰 むらた あきら 男 萩市

103 選手 有田 良二 ありた りょうじ 男 萩市

104 選手 秋尾 護 あきお まもる 男 萩市

105 選手 能美 龍夫 のうみ たつお 男 萩市

106 選手 原田 明 はらだ あきら 男 萩市

107 選手 西村 迪夫 にしむら みちを 男 萩市

108 選手 藤村 寛 ふじむら ひろし 男 下関市

109 選手 植田 敏和 うえだ としかず 男 下関市

110 選手 木村 和夫 きむら かずお 男 下関市

111 選手 青戸 泰大 あおと ひろとも 男 下関市

112 選手 永見 賢治 ながみ けんじ 男 下関市

113 選手 古林 俊昌 こばやし としまさ 男 下関市

114 選手 山野 正雄 やまの まさお 男 宇部市

115 選手 福田 進太郎 ふくだ しんたろう 男 宇部市

116 選手 渡邉 雅春 わたなべ まさはる 男 長門市

117 選手 浜田 裕博 はまだ やすひろ 男 長門市

118 選手 田中 功一 たなか こういち 男 岩国市

119 選手 仁平 寛久 にひら ひろひさ 男 周南市

120 選手 木元 盾夫 きもと たてお 男 岩国市

121 選手 佐藤 徹 さとう とおる 男 光市

122 選手 柳井 強 やない つよし 男 山口市

123 選手 齋藤 光雄 さいとう みつお 男 美祢市

ダンススポー
ツ

ラグビーフット
ボール

ラグビーフット
ボール
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124
くろまつ
ブロック 坂本 志郎 さかもと しろう 男 周南市

125
あきたすぎ

ブロック 橋本 恒美 はしもと つねみ 男 下松市

126
さくらブ
ロック 小林 路子 こばやし みちこ 女 光市

127 大将 相島 満久 おおしま みつひさ 男 山口市

128 副将 東田 孝二 ひがしだ こうじ 男 周南市

129 三将 藤里 哲 ふじさと さとし 男 岩国市

130
選手代

表
吉水 龍志 よしみず たつし 男 光市

131 選手 小田 忠之 おだ ただゆき 男 光市

132 選手 山根 勝典 やまね かつのり 男 柳井市

133 選手 関屋 治代子 せきや ちよこ 女 山口市

134 監督 中村 善弘 なかむら よしひろ 男 田布施町

135 選手 天野 廣志 あまの ひろし 男 光市

136 選手 酒谷 広昭 さかたに ひろあき 男 光市

137 選手 森山 重則 もりやま しげのり 男 光市

138 選手 森本 佳代子 もりもと かよこ 女 光市

139
キャプ
テン

村田 昭子 むらた しょうこ 女 防府市

140 選手 山本 恵美子 やまもと えみこ 女 田布施町

141 選手 勝本 信子 かつもと のぶこ 女 田布施町

囲碁

将棋

健康マージャ
ン

ソフトバレー
ボール


