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◇会長 北側　一雄 ◇専門委員会

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　 佐藤 弘一

◇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

入口 豊（大阪教育大学） 副委員長　 北川 早美

和村 信男（大阪商業大学） 委員 佐藤 弘一

辻　浅夫（学識経験者） 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） 技術委員会

岩崎 元彦（学識経験者） 委 員 長　

畑中 良樹（学識経験者） 副委員長　 山川 淳也

委員 朴 成基（阪南大学）

◇理事会 望月 聡（びわこ成蹊スポーツ大学）

理事長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西田 裕之（奈良学園大学） 望月 慎之（同志社大学）

副理事長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　須佐 徹太郎（阪南大学） 北口 雄一（京都外国語大学）

桂 豊（甲南大学） 尾内 伸行（近畿大学）

理事 足高 清司（学識経験者） 西 政治（京都学園大学）

佐藤 弘一（学識経験者） 前田 雅文（関西大学）

荒木 茂（関西外国語大学） 中田 雄一朗（大阪経済大学）

北川 早美（学識経験者）

松本 直也（桃山学院大学） 競技委員会

山川 淳也（追手門学院大学） 委 員 長　 中野 尊志

中野 尊志（大阪商業大学） 副委員長　 米田 隆

米田 隆（立命館大学） 委員 【リーグ戦】

山脇 久（大阪大学） 1部リーグ担当　 須佐 徹太郎

高井 正泰（大阪学院大学） 阿部 洋夫

梅本 博之（学識経験者） 古井 裕之

増田 研一（学識経験者） 松尾 元太

阿部 洋夫（学識経験者） 2部リーグ担当　 筑紫 智行

古井 裕之（京都産業大学） 水野　浩児

松尾 元太（大阪体育大学） 西 政治

筑紫 智行（天理大学） 3部リーグ担当　 土肥 隆

水野 浩児（追手門学院大学） 鈴木 利一

鈴木 利一（大阪大谷大学） 北口 雄一

西 政治（京都学園大学） 上田 真也

土肥 隆（兵庫県立大学） 中山 忠彦

北口 雄一（京都外国語大学） 【関西選手権】 古井 裕之

上田 真也（森ノ宮医療大学） 【新　人　戦】 望月 慎之

中山 忠彦（神戸医療福祉大学） 【総理大臣杯】 中野 尊志

【 I リーグ 】 米田 隆
※常任理事は理事長、副理事長及び、各専門委員会委員長 高井 正泰［Iリーグ実行委員長］

規律委員会

◇監事 委 員 長　 山脇 久

監事 後藤 元伸（学識経験者） 副委員長　 水野　浩児

佐伯 良平（学識経験者） 委員 中村 泰介（学識経験者）

西田 裕之[理事長]

◇事務局 高井 正泰[審判委員長]

事務局長 森岡 久美子 審判委員会

事務局 田島 正教 委 員 長　 高井 正泰

副委員長　 梅本 博之

◆100周年準備委員会◆

委員長 須佐 徹太郎（阪南大学） 医事委員会

委 員 長　 増田 研一
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松本 直也



【幹事】

主要役割 氏名 所属 新学年

1
幹事長

学生技術委員長
津田　徹也 阪南大 4

2
副幹事長

学生広報委員長
寺岡　大希 阪南大 4

3
副幹事長

学生審判委員長
片岡　孝司 桃山大 4

4 学生広報副委員長 菅原　駿介 関西大 4

5 学生競技委員長 土居　光貴 関西大 4

6 学生広報副委員長 好光　智 関学大 3

7 学生総務委員長 小野　吉充 立命大 3

8 永禮　奨平 びわこ大 4

9 磯部　秀太朗 桃山大 3

10 谷本　秀太 大院大 3

11 秋田　直哉 大体大 3

12 上垣　駿平 びわこ大 3

13 西川　諒 京産大 3

14 桝田　直豊 京産大 3

15 金谷　航佑 近畿大 3

16 十川　千里 姫獨大 3

17 安田　拡斗 関西大 2

18 小川　哲平 立命大 2

19 松下　幸暉 大体大 2

20 橋本　楓生弥 大経大 2

【準幹事】

主要役割 氏名 大学名 新学年

1 準幹事長 奥山　智生 立命大 3

2 辻　奏子 大阪大 4

3 灘　真里枝 神戸松蔭女子学院大 4

4 三宅　伸 神院大 4

5 伊藤　愛 和大 4

6 渡邉　希子 平安女学院大 2

7 杉本　光 大教大 2

8 石丸　真帆 立命大 2

9 若月　千奈 大商大 4

10 西井　玲美 びわこ大 2
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