
北海道高等学校総合体育大会バレーボール競技大会出場監督一覧表 

令和元年 6月 30日現在 合計 708名 

出場 30回 1 名    松田一夫(釧路工業) 

出場 29回 2 名    川村博美(登別大谷)          櫻田義人(東海大四) 

出場 27回 1 名    山田和弘(とわの森三愛) 

出場 26回 2 名    中村哲郎(美唄工業→函館中部)     平間慶一(帯広農業） 

出場 24回 3 名    掛屋忠義(旭川実業→札幌大谷)     中村康弘(白樺学園) 山田伸二(函大有斗) 

出場 23回 2 名    後藤忠範(美唄工業→帯広工業)    佐藤泰将(由仁→岩見沢西) 

出場 22回 2 名    佐藤典靖(釧路星園→釧路湖陵)    村上保嗣(札幌北斗) 

出場 21回 5 名    蛯谷春雄(岩見沢東→函館商業)    近藤静人(旭 川 西→斜里) 

白井 誠(札幌香蘭→札幌山の手)   冨田誠治(帯広南商業)吉野 勲(妹背牛商) 

出場 20回 3 名    鈴木孝明(札幌藻岩)         松本勇市(稚  内) 

工藤博巳(北海道科学大学高校(旧尚志学園、旧北海道工業高校）) 

出場 18回 2 名    新谷富市(札幌第一)         高橋正恭(月形→岩見沢西→恵庭南) 

出場 17回 3 名    安藤善助(帯広柏葉→帯広三条)    今  裕(小樽商業→富良野→旭 川 西) 

持川 敬(苫小牧中央) 

出場 16回 7 名    移川邦男(函館大妻)         高橋輝彦(帯広南商業) 

滝沢輝久(浦 河 → 熊 石)    八田正人(北広島西→虻田) 

細川善彦(妹背牛商業→旭川大学高)  森元 聡(静内農業→函館東→市立函館) 

和田 肇(函商→斜里→伊達→平岸→啓北商) 

出場 15回 8 名    小林俊昭(札幌第一)         奥山 忠(光星→遠軽→札新川→札旭丘) 

佐田喜四男(釧路工業)        谷本鐵也(芦  別→岩見沢東) 

早坂喜容(苫小牧中央)        林 隆志(北見緑陵) 

渡邉 徹(札幌山の手)        本山 功(妹背牛商→旭川商業→旭川大学高) 

出場 14回 8 名    石田時郎(東海大四)         北川浩一(士別商業→伊達緑丘) 

佐々三男(札 幌 北)          高田志朗(滝川西→小樽工業) 

本間國可(釧路北陽→岩  内)        矢木豊秋(稚内大谷)  

山田仁樹(利尻→釧路商業)       佐藤(天塩→美唄東→札幌拓北→国際情報) 

出場 13回 6 名    宇野克世(小樽双葉)         河上清孝(東海大四) 

斉藤敏大(北見商業)                  成田裕保(名寄→帯広三条→美瑛→旭川東) 

前多正彦(函 館 北)                  横江敏文(北見緑陵→滝川西→北見緑陵) 

  



出場 12回 6 名        上坂 茂(札幌東商→札幌藻岩)        石崎 賢(美幌→岩内→小樽商業→札幌白石) 

小沼源雄(旭 川 東)         小林静夫(釧路北陽) 

友成克宏(函館工業)         山本隆治(函館中部→函 館 東→函館遺愛) 

出場 11回 9 名    秋永智徳(網走南丘)         和泉達也(北見柏陽) 

一柳 昇(旭川実業)         入澤秀寛(旭川実業) 

大西正宏(帯広大谷)         河辺東一(函館工業) 

阪本 肇(札幌山の手)        田中明人(稚内大谷→東海大四) 

西岡哲哉(札幌啓北商業) 

出場 10回 7 名    荒井 清(旭川実業)         大谷孝男(白  糠→函館工業→函館ラサール) 

小田優子(函館稜北)         加藤一浩(稚内→岩見沢東→小樽桜陽) 

近藤俊雄(沼田→岩内)        紺屋正雄(札幌北陵→岩見沢東) 

高木 徹(美唄聖華→南 茅 部→函館中部) 

出場 9回 16 名    阿部 樹(札幌北斗)         石田健一(函館大妻) 

岡本祐子(旭川実業)            大森茂治(富川→帯広柏葉) 

小田久勝(函館商業)          小澤 敦(札幌稲雲→妹背牛商業→岩見沢西) 

斉藤三雄(白  糠)         竹島孝二(斜里→深川農業→岩緑陵→札幌稲雲) 

奈良孝伸(北見商業)                  田辺二夫(芦別啓南→芦別商業) 

原 正夫(苫小牧中央)                花田徹夫(岩見沢農業→札幌北陵) 

福田まどか(白樺学園→江陵)          藤原 正(羽幌→恵庭南→札幌西陵→札幌東商業) 

山川和絵(帯広大谷)                  星野哲夫(夕 張 北→富 良 野→旭川商業) 

出場 8回 13 名        荒瀬宗康(名寄農業)                  浅野泰弘(帯広工業→釧路湖陵) 

太田成司(深川西)                    大塚 浩(倶知安) 

佐藤 仁(旭川実業)                  佐藤光則(深 川 西) 

嶋田郁雄(栗  山)                  平本和久(妹背牛商 → 札幌大谷) 

平沖勝雄(留  萌)                  船橋勇逸(網走南丘→苫小牧東) 

奈良隆一(岩  内)                  真下 傳(砂川南→小樽工業→仁木商業) 

若杉 享(北見工業) 

出場 7回 16 名        池田利勝(小樽潮陵→小樽工業)        一岡信幸(北見北斗→函 館 北) 

逢坂生来(斜里)                      上村寿一(稚内→釧路工業) 

岡本 喬(名  寄)                  島 敏昭(稚内商工→小樽桜陽) 

桑谷芳博(函 館 東)                  清水恒宏(岩見沢農業→大野農業→檜山北) 

小池公章(北見緑陵)                  中嶋義明(旭北都商業→啓北商業→札幌平岸) 

末神敏昭(小樽潮陵)                  松本秀樹(旭川南→旭川商業→旭川西) 

田中 恒(深 川 西)                  吉田正人(函館北→市立函館) 

中村洋平(稚内大谷)                  松田修一(東海大学札幌［東海大四］) 

  



出場 6回 25 名    荒谷 仁(滝 川 西)         大津正彦(遠  軽→留  萌) 

五十嵐芳廣(旭川凌雲)        稲飯満紀(稚  内→釧路工業) 

井上信門(虻  田)         大野昭雄(三  笠) 

大湊研一朗(静  内)         川上敏明(名寄家政→名寄短大付属→名寄恵陵) 

小畑貴史(羽  幌)         桑谷秀範(帯広三条) 

桑谷秀芳(旭 川 西)         香高公平(中 札 内) 

河野睦司(北見北斗)         坂井祥仁(北    海) 

佐藤光義(室蘭清水丘)        高畠利昌(倶 知 安→小樽桜陽) 

丹下坂隆(函大有斗)         辻 初男(苫小牧東) 

新山 勉(釧路商業)         久原 健(苫小牧西) 

藤本純一(士別翔雲)         前川基夫(滝  川) 

丸山 豊(美 唄 南)         松野清佳(釧路湖陵→釧路明輝) 

山内幸一(岩  内) 

出場 5回 39 名    相澤郁夫(札幌東陵)         家近昭彦(札幌真栄→白糠→留萌→札幌北陵) 

伊藤 健(岩見沢東)          梅津孝敏(岩見沢緑陵→札幌真栄) 

伊藤光男(網走南丘)         糸瀬健次(芽室→帯広柏葉) 

大高 充(稚  内)         及川大介(士別 → 札幌月寒) 

大友俊彰(旭川工業)         小川聰一郎(小樽工業) 

片岡健夫(釧路工業)         川島正彬(札幌藻岩) 

近藤伸一(中 標 津)         見野康一(滝 川 西 → 小樽潮陵) 

佐竹隆伸(紋 別 北)         佐藤純一(小樽千秋（現小樽工業）) 

佐藤 寛(小樽桜陽)         沢田喜実(訓 子 府) 

椎野泰彦(釧路工業)         関原栄司(根室→釧路西) 

高橋健太郎(網走南丘)        太刀川建一(えりも→札幌東陵→恵 庭 南) 

田中正苗(函 館 東)         築田竜弥(岩見沢緑陵) 

出倉 諭(旭川実業)         中谷正一(夕 張 北) 

西田 孝(稚  内)         西村清司(旭 川 北→釧路湖陵) 

西山紘一(苫小牧西)         橋本清生(旭川工業) 

羽石康司(苫小牧東)         平井秀夫(紋 別 北→斜  里) 

本間公男(滝 川 西)         古野輝昭(弟子屈→釧路湖陵) 

村上惇嗣(東海札幌)          堀川英昭(北見北斗→室蘭工業) 

矢部和弘(名  寄)                  山内隆宏(北  海) 

吉田邦夫(中札内→北広島西) 

 出場 4回 33名 

青田剛亮   朝野 隆   荒木秀輔   有野洋之   飯田幸二   飯沼 惇   岩城隆弘 

浦  稔   近江 勉   大野英明   小川幸一   沖 結佳   貝津 肇   加藤 誠 

門脇信夫   川埜 武   笹森 茂   白幡 正   千葉祐一   辻脇新一   土田敏英 

問谷正裕   中屋智道   浪岡則光   平井伸治   堀水 旭   前野文繁   松本 徹 

持川恵美   山田卓哉   横戸 豊   吉田敏雄   米内顕一 

  



出場 3回 73 名 

阿部恭之   伊藤郁夫   伊藤良春   今井 要   今井清則   大橋邦広   大淵亮三 

黄倉直史   尾崎将大   金間正克   刈田令弥   川合賢城   児玉春彦   小林賢明 

小山浩二   嵯峨亘道   酒井正一   坂井 與   佐藤恭一   佐藤英昭   佐藤雅希 

佐藤陽一   塩村 亮   志村秀裕   高井学司   高田正雄   高橋一男   高橋直己 

竹内 琢   立浪哲也   楯石登志夫  田中 淳   谷川幸久   谷口正人   辻 克典 

堂腰審二   徳保勇司   内藤 翼   中田伸次   中野清一   中村 健   中山敬倫 

鍋谷 淳   奈良勝博   新山賢一   西谷光司   沼端健一   野田宙志   白野勝義 

畑中良彦   原田英生   畔田かおり  福島鶴代美  福嶋貴志   堀尾陽二   本多栄司 

前田文男   前田義信   前野良一   前東 昭   松田敦也   三島利紀   水本満男 

宮川靖彦   宮島武彦   宮武瑞恵   森 晴美   山口作造   山本忠宏   吉本鎮雄 

若林 正   渡辺大輔   度会弘機 

出場 2回 121名 

青木岳則   穐元民樹   東 悠希   阿部 皎   阿部浩羊   池谷内諒   石井 純 

石田 晃   磯貝 威   一戸基章   稲場正夫   今中勇希   岩崎みさ子  上島勝子 

上田佑樹   梅木敬史   卜部喜雄   大垣内忠道  太田 勲   岡島雅夫   緒方正広 

小川恭二   奥本将晴   奥山高広   小野崎智哉  風上勝幸   金子都与司  川口祐一 

川島秀夫   川原田慎   川村秀雄   岸野徳一   北井勝義   北風一憲   北辻厚規 

清澤哲生   串橋克佳   工藤義昭   黒瀬信吉   小谷和幸   小玉春菜   後藤みゆき 

小林高洋   小日向昭   酒井敏輔   酒井英明   坂本尚悟   桜井文雄   笹浦 悟 

佐々木順子  佐々木通信  佐々木みき  佐藤辰彦   佐藤宏基   佐藤正実   下田 均 

重堂 進   鈴木和哉   鈴木龍昭   須田敏彦   相馬隆行   高野理子   高橋昶正 

高橋和哉   高橋健二   瀧澤 亮   武内 修   武内良平   田中雄三   田中幸雄 

田部 昭   谷瀬昭治   谷脇麻美   田守和也   近本 学   千田 久   辻 孝平 

常石昌志   手束正紀   天坂匡志   堂本哲雄   中澤 謙   長野雅男   中橋 健 

中村公彦   長屋 洋   七島 貫   西俣賢仁   西堀隆亮   芳賀正志   林 潤一 

林 正大   樋口智一   久村隆裕   藤田尚樹   藤本健太   藤盛竜太   堀井博之 

本多史和   本間秀夫   本間裕美   松村雄光   丸尾明己   三上 稔   水上 博 

森 浩太   森田正治   森 太郎   門間敬昌   山上章治   山口忠夫   山﨑浩史 

山田 泉   山本裕記   由良禎規   横井利恵   吉岡トシ   吉町隆明   四谷進吾 

米澤哲志   渡邉志緒里 

出場 1回 295名 

相場和之   青柳洋一   青山謙一   赤石真人   赤川 翔   浅野克昭   浅野 敏 

厚谷 智   阿部照彦   阿部幹雄   荒川五郎   安榮 友   安榮 友   五十嵐良彦 

石川大紹   石黒宗久   石黒悦子   石田 懋   石谷一典   石原秀哉   磯部典哉 

伊藤昭彦   伊東祥次   伊藤詰男   稲上 博   今西義紀   岩城祐司   岩崎泰樹 

岩瀬 均   岩間岳昭   上田幸男   上野謙二   上野 寛   梅田 貢   江渡清彦 

江戸節之   遠藤晄司   遠藤倫哉   及川研一郎  笈川定男   大川佳紀   大阪 剛 

大滝 修   大槻奈穂美  大津弘次   大橋傭子   大森朗輝   岡 淳一   岡崎雅史 

小笠原茂美  小笠原忠雄  岡部 実   奥崎真理子  奥山明劭   尾崎茂樹   小田島数幸 

小野寿満男  小野崎優   加賀 彰   角田 直   葛西高成   鹿島秀一   柏倉則勝 



数馬田敏   片貝将樹   片山隆志   加藤香織   加藤孝司   加藤義治   加納 広 

鎌田晶子   鎌田 憲   川岸賢司   川島信彰   川田 恒   川村 勉   川村俊明 

木内敏文   岸田節子   北井明美   北島博孝   北村敏貴   木浪良一   木下 勇 

木下英則   木全正樹   木村英治   櫛田菊治郎  工藤潤一   窪北耕治   熊谷正志 

桑谷伸一   軍司翔兵   小池直之   越田 進   越谷賢二郎  兒玉英之   後藤正美 

後藤好道   古主正信   小林 桂   小林弘明   小門 宏   小柳雄彦   今 信行 

西條公章   齊藤裕樹   坂井純吾   坂内尚子   坂野 孝   佐々木威男  佐々木宣昭 

笹森 惇   佐藤和範   佐藤公敏   佐藤敏夫   佐藤 弘   佐藤 博   佐藤 誠 

佐藤正行   澤田卓也   沢村 豊   三戸 渉   椎津 忠   篠田昌宏   柴田一郎 

嶋田賢治   島田 亮   庄子俊男   白方 功   白田達男   白畑康幸   神 晴香 

菅原春紀   杉山孝司   鈴木時勇   鈴木敏彦   瀬川 司   瀬戸房代   芹川正規 

外山卓嗣   大門正人   高井博巳   高木大作   高椋勇一   高橋菊男   高橋浩司 

高橋昌資   高橋 点   高橋秀尚   高橋容平   高松洋司   高村直克   高山優子 

高谷康博   滝沢朋義   竹島智広   武田健二   竹本昭仁   田中敏幸   田中信明 

田中良典   谷口三郎   田畑忠一   田村勲雄   田村栄作   千葉澄人   塚田一男 

辻 伸也   土屋純司   寺井淨二   寺岡 饒   戸田伸一   飛沢正志   富永哲示 

鳥本恭稔   長尾孝志   中川勝義   中川茂樹   中嶋香織   長瀬裕彦   中瀬 徹 

永田英二   中野潔明   中野幸雄   仲俣 薫   中村和徳   中村勝彦   中村諦二 

中山純子   那須野裕司  浪岡義雄   納屋泰文   根本義文   野沢俊敬   野沢宏光 

波佐光洋   橋村正悟郎  畑 和孝   畠  清   畠山禎之   畠澤貴幸   初島直美 

服部 猛   馬場 浩   浜  司   早川真司   林純一郎   林  司   原崎昭夫 

日向俊治   兵藤 純   平澤勝彦   福田午朗   福田茂生   福西一成   藤岡二朗 

藤田 進   藤森尚子   古川栄一   保坂雅裕   保科慎司   堀江昌昭   堀川治夫 

本間勝重   本間勝也   本間 順   本間裕二   前崎孝久   前崎弘道   益子義久 

松浦秀樹   松浦清志   松岡浩明   松尾 隆   松尾 忠   松ヶ瀬章   松田佳子 

松橋直久   松本 賢   丸山道博   三浦和彦   三上洋史   三島哲明   三栗 毅 

光永 誠   見延三男   三原梅子   宮口隆幸   三宅 智   宮﨑啓一郎  宮沢昌夫 

宮澤宜法   宮地豊明   宮本伸也   宮本清三   宮本靖三   宮本萃正   明井寿枝 

三好敬一   虫狩弘則   村上金哉   村澤一夫   村山 昇   毛利奉信   森木崇夫 

安田謙一   安田則夫   八幡洋介   薮内隆熙   山内公恵   山形東陽   山口絵里子 

山崎富司   山下慎司   山下強司   山下政俊   山田高太郎  山橋浩嗣   山橋正光 

山本 巧   山本周男   山本雅敏   山本 幹   山本美代子  湯浅大成   横山直樹 

芳澤三男   六郷隆義   渡辺 孝   渡辺敏彦   渡部正徳   渡辺康広   山階玲央 

鹿内志織 


