
１．一般財団法人大分陸上競技協会役員 ２．評議員
役　職 氏　名 郡　市 氏　名 郡　市

名誉会長 長野　　健 大分市 德光　　久 中津市

顧問 糸長　晴治 別府市 下城　重喜 佐伯市

顧問 河野　信治 大分市 円本　宗秋 大分市

顧問 濱本　俊夫 速見郡 柴山　　広 大分市

参与 各郡市会長 榮木　　一 杵築市

理　事 役　職 氏　名 郡　市 ３．専門委員長
代表理事 会　　長 小手川　強二 臼杵市 役　職 氏　名 郡　市

理事 副 会 長 岡松　眞明 臼杵市 総務委員長 原　　俊介 大分市

理事 副 会 長 舩越　武典 竹田市 財務委員長 古庄　英之 豊後大野市

理事 専務理事 稲津　喜英 大分市 競技運営委員長 上杉　貴志 大分市

理事 副専務理事 田崎　弘宣 大分市 審判委員長 児玉　和也 大分市

常務理事 総務委員長 原　　俊介 大分市 強化委員長 羽田野明美 大分市

常務理事 財務委員長 古庄　英之 豊後大野市 普及育成委員長 竹丸　由香里 大分市

常務理事 競技運営委員長 上杉　貴志 大分市 施設用器具委員長 泥谷　和幸 豊後大野市

常務理事 審判委員長 児玉　和也 大分市 記録情報委員長 井上　穰二 別府市

常務理事 強化委員長 羽田野　明美 大分市 医事委員長 前田　泰久 西部・豊肥保健所所長

常務理事 普及育成委員長 竹丸　由香里 大分市 女性委員長 中野　明美 別府市

常務理事 記録情報委員長 井上　穰二 別府市

常務理事 施設用器具委員長 泥谷　和幸 大分市 ４．全国大会等の県チーム監督
理事 女性委員長 中野　明美 別府市 大会名 監督名 郡　市

理事 医事委員会代表 坂本　真由美 大分市 汐月　友典 南石垣支援学校教員

理事 学識経験者代表 髙屋　康祐 大分市 穴井　伸也 大分雄城台高等学校教員

常務理事 学連代表 大庭　恵一 大分市

常務理事 高体連代表 塩手　朗輝 大分市

常務理事 中体連代表 小山　　建 佐伯市

常務理事 小陸連代表 安東　慎二 臼杵市

理事 実業団代表 野田　　浩 大分市

理事 マスターズ代表 諸田　義信 大分市

理事 大分市代表 櫻井　　貢 大分市

理事 大分市代表 田中　　繁 大分市

理事 中津市代表 大西　竜一 中津市

理事 豊後高田市代表 中島　純一 豊後高田市 ５．九州陸上競技協会役員
理事 宇佐市代表 後藤　博文 宇佐市 役職名 氏　名 備　考

理事 別府市代表 金丸　和浩 別府市 副会長 小手川強二 大分陸協会長

理事 杵築市代表 小野　誠司 杵築市 理事 稲津　喜英 大分陸協専務理事

理事 速見郡代表 豊田　　剛 速見郡 理事 田崎　弘宣 大分陸協副専務理事

理事 国東市・東国東郡代表 元浦　啓司 別府市 理事 上杉　貴志 大分陸協競技運営委員長

理事 由布市代表 平山　勝治 由布市

理事 佐伯市代表 宮𦚰　清夫 佐伯市 ６．その他
理事 津久見市代表 江藤　靖雅 津久見市 県スポ協評議員 舩越　武典 大分陸協副会長

理事 臼杵市代表 甲斐　浩嗣 臼杵市 検定員・自転車計測員 石橋　壽利 宇佐市

理事 竹田市代表 佐藤 愼司 竹田市 区域技術役員 宮川　　剛 大分市

理事 豊後大野市代表 首藤　昭光 豊後大野市 区域技術役員・自転車計測員 泥谷　和幸 大分市

理事 日田市代表 遠坂　洋行 日田市 JTOs・NTO 廣末　　敬 大分市

理事 玖珠郡代表 菅田　俊介 玖珠郡 ＮＴＯ 上杉　貴志 大分市

監事 足立　完治 豊後大野市 ＮＴＯ 大塚　充洋 大分市

監事 小俣　秀之 国東市 大分陸協事務局員 安部　明美 大分市

2021・2022年度 一般財団法人大分陸上競技協会役員等 

（補）派遣コーチ・支援コーチについては，監督・専務理事・
強化委員長にて協議決定。

＊強調書体は，大分陸協定款変更に伴う新役職名並びに新任。

第76回国民体育大
会

第58回九州実業団
駅伝競走大会

第27回全国都道府県
対抗男子駅伝競走
大会
第40回全国都道府県
対抗女子駅伝競走
大会

野田　　浩

井上　　浩

平岡　美希

大分東明高等学校
教員

豊後大野市立三重
中学校教員


