
2011年5月17日現在
◇名誉会長 塩川　正十郎 ◇専門委員会
◇会長 北側　一雄 総務委員会
◇顧問 上田 亮三郎（大阪商業大学） 委 員 長　 足高 清司

副委員長　 高井 正泰
◇評議員会 委員 新原 隆夫（新原隆夫税理士事務所）
評議員 井澤 鉄也（同志社大学） 中野 尊志

高 成廈（桃山学院大学） 広報委員会
坂本 康博（大阪体育大学） 委 員 長　 荒木 茂
和村 信男（大阪商業大学） 副委員長　 佐藤 弘一
辻　浅夫（京都外国語大学） 委員 橋本 健（学識経験者）
武尾 正弘（兵庫県立大学姫路） 八田　尚浩（学識経験者）
塩谷 武男（学識経験者） 田島　正教（学識経験者）
岩崎 元彦（学識経験者） 技術委員会
畑中 良樹（学識経験者） 委 員 長　 松本 直也

副委員長　 曽根 純也
◇理事会 委員 島岡　健太（関西大学）
理事長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西田 裕之（奈良産業大学） 朴 成基（阪南大学）
副理事長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　須佐 徹太郎（阪南大学） 廣田 景一（神戸国際大学）

入口 豊（大阪教育大学） 櫛引 実（大阪産業大学）
理事 足高 清司（学識経験者） 成山 一郎（関西学院大学）

高井 正泰（大阪学院大学） 望月　聡（びわこ成蹊スポーツ大学）
荒木 茂（関西外国語大学） 山川　淳也（追手門学院大学）
佐藤 弘一（学識経験者） 競技委員会
松本 直也（桃山学院大学） 委 員 長　 中野 尊志
曽根 純也（大阪体育大学） 副委員長　 米田 隆
中野 尊志（大阪商業大学） 委員 【リーグ戦】
米田 隆（立命館大学） 1部リーグ担当　 阿部 洋夫
桂 豊（甲南大学） 2部リーグ担当　 山脇　久
山脇 久（大阪大学） 3部リーグ担当　 水野 浩児
細見 正樹（学識経験者） 【関西選手権】 古井 裕之
梅本 博之（学識経験者） 【新　人　戦】 望月 慎之（同志社大学）
増田 研一（学識経験者） 【 I リーグ 】 米田 隆
松田 保（びわこ成蹊スポーツ大学） 【総理大臣杯】 中野 尊志
阿部 洋夫（学識経験者） 規律委員会
古井 裕之（京都産業大学） 委 員 長　 桂 豊
水野　浩児（追手門学院大学） 副委員長　 山脇 久
土肥　隆（兵庫県立大学） 委員 中村 泰介（聖トマス大学）

※常任理事は理事長、副理事長及び、各専門委員会委員長 西田 裕之[理事長]
細見 正樹[審判委員長]

◇監事 審判委員会
監事 後藤 元伸（学識経験者） 委 員 長　 細見 正樹

佐伯 良平（学識経験者） 副委員長　 梅本 博之
委員 和田　雄次（学識経験者）

◇事務局 山本　慎吾（学識経験者）
事務局長 森岡　久美子 医事委員会
事務局 田島　正教 委 員 長　 増田 研一（学識経験者）

◇リーグ担当理事
1部リーグ 須佐 徹太郎

松田 保
阿部 洋夫

2部リーグ 入口 豊
古井 裕之
山脇 久

3部リーグ 水野　浩児
土肥　隆

2011年度　関西学生サッカー連盟　役員一覧



氏名 所属 学年 役職 氏名 所属 学年

幹事長 清田　勝 関西大学 4 準幹事長 阿部　仁美 近畿大学 4

副幹事長 堀井　亮太 大阪学院大学 4 池田　めぐみ 同志社大学 4

副幹事長 総務委員長 三原　正義 大阪体育大学 4 大仲　美紀 阪南大学 3

技術委員長 石原　弦 立命館大学 3 川井　真由 関西学院大学 3

競技委員長 石橋　直人 関西学院大学 3 和田　知子 履正社医療スポーツ専門学校 3

規律委員長 米田　美宏 関西国際大学 4 大野　真由 関西大学 2

医事委員長 中本　和宏 京都産業大学 4 谷口　桃子 大阪女学院短期大学 2

栗原　晃 同志社大学 4 中司　真以 武庫川女子大学 2

鈴村　雅人 大阪学院大学 4 橋本　友 追手門学院大学 2

片嶌　裕弥 大阪産業大学 3 原口　恵梨子 同志社大学 2

小林　利究 関西学院大学 3 松本　秀香 履正社医療スポーツ専門学校 1

中野　聖史 びわこ成蹊スポーツ大学 3

中村 祐基 関西大学 3

廣橋　慧士 甲南大学 3

前澤　宏和 同志社大学 3

村田　有彌 京都学園大学 3

石田　亮太 阪南大学 2

小野　光啓 関西大学 2

木下　健太 大阪産業大学 2

末房　亮 阪南大学 2

伊原　圭悟 姫路獨協大学 2

高橋　寿典 大阪学院大学 2

西尾　銀河 近畿大学 2

水上　満暉 びわこ成蹊スポーツ大学 2

（順不同）

2011年9月1日現在

≪学生幹事≫ ≪学生準幹事≫

役職

（順不同）


