
神足　律子 （大分）神足　律子（由　　布）

（由    布） （別速杵国東） 真部　健一 平塚　正明 佐藤　則好 徳永　一秀 平塚　正明 堀江　道廣 内田　良三

内田　良三 上村　俊一 　　　　　吉崎　正利（国　　東） 甲斐啓一郎 佐藤　　　謙 渡辺　研治 安東　真紀 （大分豊府） （大分上野丘） （大 分 西） （佐伯豊南） （大分上野丘） （杵    築） （大分鶴崎）

（大分鶴崎） （竹    田） （県北久大） （大分鶴崎） （大分鶴崎） （大分鶴崎）

篠原　長生 　　　　　羽田野　徹（玖珠農業） 中原　久典 伊藤　律子 工藤　晃一 染矢　滋美 渡辺　智久 深見　高弘 渡邉ひろ美

（昭和学園） （県南豊肥） （大分豊府） （大分上野丘） （大 分 西） （佐伯豊南） （大分上野丘） （杵    築） （三重総合）

　　　　　上村　俊一（竹　　田）　

糸永　正典 （大分）糸永　正典（碩　　信）

（碩    信） （別速杵国東） 丹生　長年 山本　省悟 吉崎　正利 吉崎　正利 山本　省悟 羽田野　徹 堀江　道廣

小野　二生 矢口　孝芳 　　　　　江田　雅紹（別府青山） 河野多加志 舛添　真一 津田　伸子 （大分豊府） （大分上野丘） （別府鶴見丘） （別府鶴見丘） （大分上野丘） （杵    築） （大分鶴崎）

（大分舞鶴） （中 津 北） （県北久大） （大分舞鶴） （大分舞鶴） （大分舞鶴）

吉賀　源文 　　　　　宇野　公是（日　　田） 中原　久典 伊藤　律子 髙橋　純治 中西　栄二 渡辺　智久 深見　高弘 池田　　直

（別府溝部学園） （県南豊肥） （大分豊府） （大分上野丘） （別府鶴見丘） （別府鶴見丘） （大分上野丘） （杵    築） （中 津 北）

　　　　　小畑　陸夫（三重総合）　

平田　浩司 （大分）平田　浩司（由　　布）

（由    布） （別速杵国東） 平山　正雄 山本　省悟 吉崎　正利 吉崎　正利 小野　二生 羽田野　徹 堀江　道廣

小野　二生 三重野修次 　　　　　島田　隆樹（別府羽室台） 河野多加志 舛添　真一 岩佐まゆみ （大分豊府） （大分上野丘） （別府鶴見丘） （別府鶴見丘） （大分舞鶴） （杵    築） （大分鶴崎）

（大分舞鶴） （情報科学） （県北久大） （大分舞鶴） （大分舞鶴） （大分舞鶴）

白岩　弘道 　　　　　甲斐　直彦（宇　　佐） 中原　久典 伊藤　律子 髙橋　純治 中西　栄二 糸園良太郎 深見　高弘 池田　　直

（明    豊） （県南豊肥） （大分豊府） （大分上野丘） （別府鶴見丘） （別府鶴見丘） （大分舞鶴） （大分舞鶴） （中 津 北）

　　　　　長田　文生（竹　　田）　

平田　浩司 （大分）平田　浩司（由　　布）

（由    布） （別速杵国東） 平山　正雄 南　　　雅量 工藤　豊文 工藤　豊文 小野　二生 岩尾　栄次 島田　隆樹

小野　二生 糸永　正典 　　　　　糸永　正典（別府羽室台） 河野多加志 舛添　真一 岩佐まゆみ （大分豊府） （大分上野丘） （別府鶴見丘） （別府鶴見丘） （大分舞鶴） （杵    築） （大 分 西）

（大分舞鶴） （別府羽室台） （県北久大） （大分舞鶴） （大分舞鶴） （大分舞鶴）

原尻　正信 　　　　　相良　尊徳（日田林工） 角　陽一郎 伊藤　律子 髙橋　純治 中西　栄二 糸園良太郎 深見　高弘 池田　　直

（明    豊） （県南豊肥） （大分鶴崎） （大分上野丘） （別府鶴見丘） （別府鶴見丘） （大分舞鶴） （大分舞鶴） （中 津 北）

　　　　　石井　雅晴（臼　　杵）　

小林　啓子 （大分）小林　啓子（大 分 西）

（大 分 西） （別速杵国東） 平山　正雄 南　　　雅量 小林　啓子 工藤　豊文 山崎　隆典 平田　浩司 山本　正徳

髙木　啓次 安松　良一 　　　　　佐藤扇太郎（日出暘谷） 藤井　雅明 渡邉　和彦 衞藤　俊哉 （大分豊府） （大分上野丘） （大 分 西） （別府鶴見丘） （   森   ） （大分舞鶴） （爽 風 管）

（大分雄城台） （鶴崎工業） （県北久大） （大分雄城台） （大分雄城台） （大分雄城台）

小野　二生 　　　　　長田　文生（中 津 南） 角　陽一郎 伊藤　律子 村上　　　寛 中西　栄二 西　裕一郎 深見　高弘 池田　　直

（明    豊） （県南豊肥） （安 心 院） （大分上野丘） （大 分 西） （別府鶴見丘） （   森   ） （大分舞鶴） （中 津 北）

　　　　　石井　雅晴（臼　　杵）　

小林　啓子 （大分）小林　啓子（大 分 西）

（大 分 西） （別速杵国東） 有定　裕雅 南　　　雅量 小林　啓子 南　　　雅量 江川冨士夫 平田　浩司 有定　裕雅

髙木　啓次 甲斐　直彦 　　　　　中尾　義且（別府鶴見丘） 藤井　雅明 渡邉　和彦 衞藤　俊哉 （大分豊府） （大分上野丘） （大 分 西） （大分上野丘） （   森   ） （大分舞鶴） （大分豊府）

（大分雄城台） （佐伯鶴城） （県北久大） （大分雄城台） （大分雄城台） （大分雄城台）

小野　二生 　　　　　江田　雅紹（日　　田） 中原　久典 伊藤　律子 村上　　　寛 中西　栄二 西　裕一郎 深見　高弘 池田　　直

（明    豊） （県南豊肥） （大分豊府中・高） （大分上野丘） （大 分 西） （大分上野丘） （   森   ） （大分舞鶴） （大分豊府）

　　　　　藤原　崇能（竹　　田）　

小畑　陽子 （大分）小畑　陽子（大 分 南）

（大 分 南） （別速杵国東） 有定　裕雅 平井　義人 大塚　忠巳 安東　和子 江川冨士夫 宮脇　和仁 有定　裕雅 渚　　　洋行 有定　裕雅

髙木　啓次 藤永　直也 　　　　　中尾　義且（別府鶴見丘） 藤井　雅明 森竹　英世 衞藤　俊哉 （大分豊府） （芸術緑丘） （別府青山） （別府支援石垣原校） （   森   ） （大分上野丘） （大分豊府） （大 分 西） （大分豊府）

（大分雄城台） （日    田） （県北久大） （大分雄城台） （大分雄城台） （大分雄城台）

安松　良一 　　　　　藤永　直也（日　　田） 中原　久典 中村　弘人 岩佐まゆみ 髙橋　純治 藤原　純郎 中西　栄二 西　裕一郎 阿部　　斉 池田　　直

（柳 ヶ 浦） （県南豊肥） （大分豊府中・高） （芸術緑丘） （別府青山・日出総合） （別府鶴見丘） （   森   ） （大分上野丘） （大分豊府） （大 分 西） （大分豊府）

　　　　　後藤　輝美（竹　　田）　

田中　豊彦 （大分）田中　豊彦（大 分 東）

（大 分 東） （別速杵国東） 有定　裕雅 平井　義人 辛島　信昭 中尾　義且 近藤　宣彦 宮脇　和仁 有定　裕雅 渚　　　洋行 宮脇　和仁

小畑　陽子 有定　裕雅 安東　和子（別府支援学校石垣原校） 野村　浩之 佐藤　邦彦 黒野　昌子 （大分豊府） （芸術緑丘） （別府青山・別府翔青） （別府鶴見丘） （玖珠美山） （大分上野丘） （大分豊府） （大 分 西） （大分上野丘）

（大 分 南） （大分豊府） （県北久大） （大 分 南） （大 分 南） （大 分 南）

安松　良一 近藤　宣彦（玖珠美山） 中原　久典 中村　弘人 岩佐まゆみ 髙橋　純治 藤原　純郎 中西　栄二 西　裕一郎 阿部　　斉 門脇　秀文

（柳 ヶ 浦） （県南豊肥） （大分豊府中・高） （芸術緑丘） （別府青山・別府翔青・日出総合） （別府鶴見丘） （玖珠美山） （大分上野丘） （大分豊府） （大 分 西） （安 心 院）

馬場　宏之（佐伯鶴城）

田中　豊彦 （大分）田中　豊彦（大 分 東）

（大 分 東） （別速杵国東） 落合　　弘 木戸　孝明 糸永　正弘 酒井　達彦 江川冨士夫 宮脇　和仁 落合　　弘 江藤　　義 宮脇　和仁

糸永　正弘 大久保和弘 大久保和弘（杵　　築） 野村　浩之 佐藤　邦彦 黒野　昌子 （大分豊府） （津 久 見） （大 分 南） （別府鶴見丘） （由　　布） （大分上野丘） （大分豊府） （大 分 西） （大分上野丘）

（大 分 南） （杵    築） （県北久大） （大 分 南） （大 分 南） （大 分 南）

安松　良一 安藤　耕平（安 心 院） 中原　久典 植木　千明 財前　博子 髙橋　純治 藤原　純郎 中西　栄二 西　裕一郎 阿部　　斉 門脇　秀文

（柳 ヶ 浦） （県南豊肥） （大分豊府中・高） （津 久 見） （大 分 南） （別府鶴見丘） （由　　布） （大分上野丘） （大分豊府） （大 分 西） （大分舞鶴）

馬場　宏之（佐伯鶴城）

甲斐　良治 （大分）甲斐　良治（大 分 東）

（大 分 東） （別速杵国東） 曽根﨑　靖 近藤　宜彦 丸馬　　寿 工藤　孝一 河野　雅史 落合　　弘 曽根﨑　靖 江藤　　義 林　加代子

糸永　正弘 後藤　輝美 丸馬　　寿（杵　　築） 野村　浩之 佐藤　邦彦 黒野　昌子 （大分豊府） （芸術緑丘） （杵　　築） （中 津 北） （由　　布） （大分上野丘） （大分豊府） （大 分 西） （高　　田）

（大 分 南） （大分鶴崎） （県北久大） （大 分 南） （大 分 南） （大 分 南）

秦　　靖恵 安藤　耕平（安 心 院） 中原　久典 植木　千明 井ノ上佐和子 渡辺　郁靖 藤原　純郎 中西　栄二 西　裕一郎 阿部　　斉 門脇　秀文

（竹 田 南） （県南豊肥） （大分豊府） （芸術緑丘） （杵　　築） （中 津 北） （由　　布） （大分上野丘） （大分豊府） （大 分 西） （大分舞鶴）

中野　弘幸（三重総合）

専　門　部　会　長　（上段）　・　理　事　（下段）

科　　学弁　　論新　　聞文　　芸

大分県高等学校文化連盟役員一覧（最近１０カ年）
年度 会　　長 副 会 長 支　　部　　長 理 事 長 事務局長 事務局次長 事務局員

演　　劇 音　　楽 美　　術

事務局次長事務局長
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吹 奏 楽 吟　　詠
（バトン班） 剣 詩 舞

衞藤　　準

神足　律子 神足　律子 立花　正典 真部　健一 國廣　敬二 大畑　雅英 神田　誠一 甲斐　隆文 大塚　　守 上村　俊一 （情報科学）

（由    布） （由    布） （鶴崎工業） （大分豊府） （大分商業） （安心院） （臼杵商業） （大分雄城台） （大 分 南） （竹    田） 廣崎　史香

（国東双国校）

神田礼子 堤　　憲治 網中　弘太 長井　　剛 宮辺　勇一 枽野　里美 田中　秀昭 渡邉　和彦 若林　　剛 岩﨑　清隆 長井　　剛 廣川由美子 陣　　桂一

（鶴崎工業） （大分工業） （鶴崎工業） （竹    田） （大分商業） （昭和学園） （安 心 院） （臼杵商業） （大分雄城台） （大 分 南） （竹    田） （昭和学園） （由    布）

衞藤　　準

藤内　和子 上村　俊一 安東　俊夫 山本　省悟 出口　幸男 山本　省悟 淵　　一成 萱島　正昭 羽田野　徹 上村　俊一 （情報科学）

（野    津） （竹    田） （山香農業） （大分上野丘） （大分商業） （大分上野丘） （臼杵商業） （大 分 西） （杵    築） （竹    田） 廣崎　史香

（国東双国校）

日隈佐喜子 前田　智久 佐藤　次男 丸尾　直彦 宮辺　勇一 堀　加津子 田中　秀昭 渡邉　和彦 宮崎　治幸 岩﨑　清隆 長井　　剛 長尾　友則 陣　　桂一

（大 分 西） （大分舞鶴） （山香農業） （大分上野丘） （大分商業） （大分東明） （大分上野丘） （臼杵商業） （大 分 西） （杵    築） （竹    田） （別府溝部学園） （由    布）

衞藤　　準

藤内　和子 上村　俊一 加藤　早苗 山本　省悟 徳永　一秀 山本　省悟 田中　英明 萱島　正昭 羽田野　徹 長田　文生 （情報科学）

（野    津） （大 分 南） （玖珠農業） （大分上野丘） （大分商業） （大分上野丘） （大分雄城台） （大 分 西） （杵    築） （竹    田） 廣崎　史香

（国東双国校）

日隈佐喜子 前田　智久 井上　勝文 丸尾　直彦 宮辺　勇一 堀　加津子 田中　秀昭 渡邉　和彦 宮崎　治幸 岩﨑　清隆 長井　　剛 椎原　　淳 陣　　桂一

（大 分 西） （大分舞鶴） （玖珠農業） （大分上野丘） （大分商業） （大分東明） （大分上野丘） （大分雄城台） （大 分 西） （杵    築） （竹    田） （明    豊） （由    布）

廣崎　史香

尾中　尚登 上村　俊一 徳永　一秀 小林　啓子 平田　浩司 工藤　豊文 田中　英明 南　　　雅量 岩尾　栄次 長田　文生 （国東双国校）

（佐伯豊南） （大 分 南） （大分商業） （中 津 南） （由    布） （別府鶴見丘） （大分雄城台） （大分上野丘） （杵    築） （竹    田） 陣　　桂一

（由    布）

首藤　広美 國師　康史 卯月　　恵 丸尾　直彦 三宅祐二郎 堀　加津子 浅倉　祥子 渡邉　和彦 齋藤　龍一 岩﨑　清隆 長井　　剛 椎原　　淳 濱﨑　貴弘

（大分舞鶴） （臼    杵） （大分商業） （大分上野丘） （大分雄城台） （大分東明） （別府鶴見丘） （大分雄城台） （大分上野丘） （杵    築） （竹    田） （明    豊） （大分商業）

廣崎　史香

平田　浩司 南　　　雅量 津田　政之 小林　啓子 平田　浩司 小林　啓子 髙木　啓次 南　　　雅量 岩尾　栄次 長田　文生 （国東双国校）

（大分舞鶴） （大分上野丘） （大分商業） （大 分 西） （大分舞鶴） （大 分 西） （大分雄城台） （大分上野丘） （杵    築） （中 津 南） 陣　　桂一

（爽 風 館）

首藤　広美 池田　耕三 卯月　　恵 平岩　洋子 三宅祐二郎 堀　加津子 大神　彩子 渡邉　和彦 齋藤　龍一 岩﨑　清隆 長井　　剛 後藤　彰朗 佐藤　正也

（大分舞鶴） （日田林工） （大分商業） （大 分 西） （中 津 北） （大分東明） （大 分 西） （大分雄城台） （大分上野丘） （杵    築） （竹    田） （明    豊） （爽 風 館）

廣崎　史香

南　　　雅量 落合　　弘 木本　俊之 小林　啓子 平田　浩司 南　　　雅量 髙木　啓次 小山　康直 岩尾　栄次 長田　文生 （日田三隈）

（大分上野丘） （臼    杵） （大分工業） （大 分 西） （大分舞鶴） （大分上野丘） （大分雄城台） （大    分） （杵    築） （中 津 南） 陣　　桂一

（爽 風 館）

後藤　幸子 池田　耕三 松田　　司 平岩　洋子 三宅祐二郎 枽野　里美 田中　秀昭 渡邉　和彦 佐藤伊佐善 岩﨑　清隆 長井　　剛 後藤　彰朗 佐藤　正也

（大分上野丘） （日田林工） （大分工業） （大 分 西） （中 津 北） （昭和学園） （大分上野丘） （大分雄城台） （大    分） （杵    築） （竹    田） （明    豊） （爽 風 館）

（吹 奏 楽） 吟　　詠
バトン班 剣 詩 舞

廣崎　史香

宮脇　和仁 朝生　能文 高倉　信二 工藤　孝一 平田　浩司 宮脇　和仁 髙木　啓次 小山　康直 大久保和弘 長田　文生 （日田三隈）

（大分上野丘） （臼    杵） （大分工業） （由    布） （大分舞鶴） （大分上野丘） （大分雄城台） （大    分） （杵    築） （中 津 南） 陣　　桂一

（爽 風 館）

後藤　幸子 池田　耕三 釜元　健児 藤川　昭子 三宅祐二郎 枽野　里美 田中　秀昭 渡邉　和彦 佐藤伊佐善 岩﨑　清隆 長井　　剛 渡辺三佐子 佐藤　正也

（大分上野丘） （日田林工） （大分工業） （由    布） （中 津 北） （昭和学園） （大分上野丘） （情報科学） （大    分） （杵    築） （鶴崎工業） （柳 ヶ 浦） （爽 風 館）

廣崎　史香

田中　豊彦 朝生　能文 田中　豊彦 工藤　孝一 工藤　孝一 宮脇　和仁 小畑　陽子 小山　康直 長田　文生 酒井　達彦 （日田三隈）

（大 分 東） （臼    杵） （大 分 東） （中 津 北） （中 津 北） （大分上野丘） （大 分 南） （大    分） （大分舞鶴） （安 心 院） 陣　　桂一

（爽 風 館）

清末奈緒子 池田　耕三 多田　崇一 南　　文隆 三宅祐二郎 枽野　里美 田中　秀昭 渡邉　和彦 佐藤伊佐善 岩﨑　清隆 長井　　剛 奥村　博史 佐藤　正也

（大 分 東） （日田林工） （大 分 東） （中 津 北） （中 津 北） （昭和学園） （大分上野丘） （情報科学） （大    分） （大分舞鶴） （鶴崎工業） （柳 ヶ 浦） （別府青山・別府翔青）

曽根田　剛

田中　豊彦 朝生　能文 田中　豊彦 工藤　孝一 工藤　孝一 酒井　達彦 糸永　正弘 小山　康直 安藤　耕平 酒井　達彦 （日田三隈）

（大 分 東） （臼    杵） （大 分 東） （中 津 北） （中 津 北） （別府鶴見丘） （大 分 南） （大    分） （安 心 院） （別府鶴見丘） 陣　　桂一

（爽 風 館）

清末奈緒子 池田　耕三 多田　崇一 廣瀬富士夫 三宅祐二郎 枽野　里美 中村　真紀 渡邉　和彦 佐藤伊佐善 岩﨑　清隆 高山　正雄 奥村　博史 佐藤　正也

（大 分 東） （大 分 南） （大 分 東） （大 分 南） （中 津 北） （昭和学園） （別府鶴見丘） （爽 風 館） （大    分） （大分舞鶴） （大分雄城台） （柳 ヶ 浦） （別府翔青）

吟　　詠
農業班 工業班 商業班 水産班 剣 詩 舞

陣　　桂一

曽根﨑　靖 藤永　直也 後藤　修一 工藤　孝一 工藤　孝一 酒井　達彦 糸永　正弘 小山　康直 安藤　耕平 酒井　達彦 （爽 風 館）

（大分豊府） （臼    杵） （大分商業） （中 津 北） （中 津 北） （別府鶴見丘） （大 分 南） （大    分） （安 心 院） （別府鶴見丘） 佐藤　正也

（別府翔青）

佐藤　美香 池田　耕三 吉川　昌宏 吉松　泰介 佐藤新太郎 吉川　昌宏 横川　　永 廣瀬富士夫 三宅祐二郎 日小田祥子 渡邉　和彦 佐藤伊佐善 岩﨑　清隆 髙山　正雄 竹永　　勝 曽根田　剛

（大分豊府） （大 分 南） （大分商業） （三重総合） （大分工業） （大分商業） （海洋科学） （大 分 南） （中 津 北） （別府鶴見丘） （大分舞鶴） （大    分） （大分舞鶴） （大分雄城台） （竹 田 南） （日田三隈）

監　　事
囲　　碁 将　　棋 青少年赤十字 私　　学

専　門　部　会　長　（上段）　・　理　事　（下段）

日本音楽吹 奏 楽英　　語職　　業放　　送

私　　学
監　　事

放　　送 職　　業 英　　語

（

　
活
　
　
　
動
　
　
　
休
　
　
　
止
　
）

社　　会家　　庭

専門部会長（上段）・専門委員長（下段）

吹 奏 楽 日本音楽 囲　　碁 将　　棋 青少年赤十字社　　会

（

活
動
休
止
）

（

活
動
休
止
）

家　　庭

監　　事
家　　庭 社　　会 放　　送 職　　業 英　　語 吹 奏 楽 日本音楽 囲　　碁 将　　棋 青少年赤十字 私　　学

専門部会長（上段）・専門委員長（下段）

（

活
動
休
止
）

（職　　　　　　　　　　業）

（

活
動
休
止
）


