
延岡市スポーツ（体育）協会 歴代役員一覧（令和３年５月現在） 

 

◆会長 

№ 名  前 就 任 年 月 備  考 

初代 刈谷  亨 昭和 27年度～昭和 29年度 （元旭化成副会長） 

2代 平沼 正一 昭和 30年度～昭和 37年度 市議会議長 

3代 浮島 正春 昭和 38年度～昭和 41年度 市議会議長 

4代  高橋 寅男 昭和 42年度～昭和 52年度 市議会議長 サッカー 

5代 黒木 定夫 昭和 53年度（4月～11月） 市議会議長 

6代 甲斐 達蔵 昭和 53年 12月～昭和 58年度 市議会議長 水泳 

7代 八田 義一 昭和 59年度～平成 7年度 旭化成（株）延岡支社長 

8代 米川  滋 平成 8年度～平成 10年 8月 旭化成（株）延岡支社長 

9代 田中 信昭 平成 10年 9月～平成 12年 7月 旭化成（株）延岡支社長 

10代 岡野  徹  平成 12年 8月～平成 14年 6月 旭化成（株）延岡支社長 

11代 甲賀 國男 平成 14年 7月～平成 15年度 旭化成（株）延岡支社長 

12代 水谷  茂 平成 16年度～平成 18年度 旭化成（株）延岡支社長 

13代 佐藤昭三郎 平成 19年度 クレー射撃協会長 

14代 水永 正憲 平成 20年度～平成 21年度 旭化成（株）延岡支社長 

15代 亀井 啓次 平成 22年度 旭化成（株）延岡支社長 

16代 松居  龍 平成 23年度～平成 25年度 旭化成（株）延岡支社長 

17代 山添 勝彦 平成 26年度～平成 28年度 旭化成（株）延岡支社長 

18代 竹本 常夫 平成 29年度～令和元年度 旭化成（株）延岡支社長 

19代 濱井 研史 令和元年度～令和 2年度 旭化成（株）延岡支社長 

20代 末次  稔 令和 3年度～現在 旭化成（株）延岡支社長 

 

◆副会長 

名  前 就 任 年 月 備 考（所属団体等） 

佐藤  済 昭和 51年度～昭和 52年度 陸上競技協会会長 

鈴木 康之 昭和 51年度～昭和 56年度 （ベンベルグ課長） 

岡  俊彦 昭和 51年度～昭和 52年度 スポーツ少年団本部長 

海老原吉之 昭和 51年度～昭和 52年度 （元高校体育教師） 

小林喜代治 昭和 53年度～昭和 58年度 柔道会副会長 

樋口 亮一 昭和 55年度～昭和 58年度 軟式野球連盟会長 

荒木 郁夫 昭和 57年度～昭和 58年度 旭化成支社勤労部長 

小嶋  宏 昭和 59年度～昭和 60年度 柔道会会長 

佐藤昭三郎 昭和 59年度～平成 18年度 クレー射撃協会長 

牛島  張 昭和 59年度～平成 6年度 バスケットボール協会長 

森川 愛介 昭和 61年度～平成 14年度 軟式野球連盟理事長 

落合  登 平成 8年度 延岡市中学校体育連盟会長 

山崎 守或 平成 9年度 延岡市中学校体育連盟会長 

岩室 富雄 平成 10年度～平成 21年度 バレーボール協会副会長 



名  前 就 任 年 月 備 考（所属団体等） 

西村 喜男 平成 16年度～平成 19年度 延岡市中学校体育連盟副会長 

甲斐 和芳 平成 18年度～平成 20年度（市町村合併） 北方支部長 

小野 繁喜 平成 18年度～平成 20年度（市町村合併） 北浦支部長 

小谷 謹一 平成 19年度～平成 26年度（市町村合併） 北川支部長 

金丸 惠一 平成 20年度～平成 28年度 軟式野球連盟会長 

東  行男 平成 20年度～平成 25年 3月 スポーツ少年団本部長 

柳田 正喜 平成 21年度～平成 26年度 北浦支部長 

高見 謙二 平成 21年度～平成 28年度 北方支部長 

甲斐 国征 平成 22年度～平成 28年度 空手道連盟会長 

岩佐 美基 平成 27年度～平成 28年度 北川支部長 

木村 隆次 平成 27年度～現在 北浦支部長（3北支部代表） 

稲田 和利 平成 29年度～現在 ﾐﾆバレーボール協会会長 

吉田 建世 平成 29年度～現在 軟式野球連盟会長 

保田 篤則 平成 29年度～現在 スポーツ少年団本部長 

 

◆理事長（一般社団法人化後は専務理事  平成 21年 9月以降） 

名 前 就 任 年 月 備 考（所属団体等） 

鹿野 信夫 昭和 27年度～昭和 31年度 理事長 

青木 七郎 昭和 32年度～昭和 35年度  〃 

鹿野 信男 昭和 36年度～昭和 42年度  〃 

荒木 祭吉 昭和 43年度  〃 

川崎  伝 昭和 44年度～昭和 47年度  〃 

武知  実 昭和 48年度  〃 

柳田 幹之助 昭和 49年度～昭和 53年度 7月  〃 

木谷 俊二 昭和 53年 8月～昭和 54年 3月  〃 

早瀬 寿男 昭和 54年度  〃 

小森 満寿夫 昭和 55年度  〃 

甲斐 国征 昭和 56年度～平成 22年度 5月  〃  （空手道連盟会長） 

柳田 健一 平成 22年 6月～平成 24年 5月 専務理事 

甲斐 隆治 平成 24年 6月～平成 27年 5月  〃 

木原 一成 平成 27年 6月～令和元年 5月  〃 

河野 裕一 令和元年 6月～現在  〃 

 


