
終身名誉顧問 日髙   巽

顧 問 久長 一善 山口 哲雄

参 与 金丸 旭男 川添 康史 岩切 芳子 日高 義幸 坂口 和隆 大森 福一

近藤 茂治 須本 能文 中村 重人 丹生 進一 藤本 範行 甲斐 文一

倉吉 教文 鈴木 友重

スーパーバイザー 大田原 純一 甲斐 仁一

会 長 寺村 明之      （テレビ宮崎代表取締役社長）

副 会 長 相星 正人 押方 　修 山形 圭二 髙須 美代子 榎木田 朱美 内田 理佐
(大学・社会人) (ビーチ) (小学・指導普及)(ママさん） (企画広報) (倫理)

理 事 長 中馬 義郎

副 理 事 長 長友 久夫 小坂 芳史 山﨑 義信 持原 康弘 中富 俊貴 柏木 俊彦
(総務) (中学) (審判） (競技) (高校） (小学)

中川りん子
(ママさん)

常 任 理 事 戸髙 雄司 中田 辰則 西脇 大輔 合田 浩敏 藤本 將典 太田 義美
(西臼杵) (延岡) (日向) (西都) (児湯) (宮崎)

小森　 洋 山下　 修 税所 將晃 谷口 雅彦 結城 昭彦 戸髙 靖友
(東諸県) (都城) (小林) (日南) (串間) (総務)

内村 宗貴 山本 晋五 上野 敦史 杉山 優作 德永 洋行 馬場田 啓
(競技) (審判） (強化) (指導普及) (審判資格) (小学)

黒木 和夫 矢﨑 　誠 野元 政宏 黒木 功美 神田 千代子 田邊 陽一
(中学) (高校) (大学) (社会人) (ママさん) (ビーチ)

川添 詩浩 谷口　 誠 後藤 滉平 市來　 洋
(ソフト) (表彰) (企画広報) (障スポ)

理 事 嶋内 茂史 河野 あゆみ 堀之内 秋彦 松元 一太 川﨑 博史 澤村 忠俊

工藤 俊男 金丸 真也 池田 晃三 樋渡 　薫 谷口 智則 蓑原 晴美

桒畑 宏輔 中武 勇貴 福留 みどり 𠮷田 奈穂 萩原　 崚 瀬尾 実咲

日髙 美優 緒方 省吾 甲斐 真一 (宮崎大学) (宮崎大学)

監 事 久保 和志 櫻田 和廣

幹 事 馬登 　淳 蔭谷 陵希　

丹生 進一 中馬 義郎 長友 久夫 持原 康弘 山﨑 義信 税所 將晃
(総務) (競技) (少年男子・審判)(少年女子)

谷口 雅彦 中田 辰則 西脇 大輔 田邊 陽一 市來　 洋
(成年男子) (成年女子) (ビーチ) (ビーチ) (障スポ)

倉吉 教文 須本 能文 中馬 義郎 黒木 功美 馬登 　淳 長友 久夫

久保 和志

藤本 範行 上野 敦史 金丸 真也 大田原 純一 甲斐 仁一

〒 880-0879 宮崎市宮崎駅東３丁目２－５　都成商事ビル２０５号

TEL 0985-65-6568 080-6443－7225

FAX 0985-31-7273

MAIL info@mva-main.com

宮崎県バレーボール協会

令和５年度・６年度　宮崎県バレーボール協会役員

◯2027年国スポ宮崎大会準備メンバー

◯法人化設立準備委員会メンバー

◯2027年国スポ宮崎大会強化推進委員会メンバー


