
会 長 　三反園　訓
事務局長 　中堂薗　哲郎

　鹿児島市鴨池新町10番1号
TEL 　099-286-2864(総務企画課)

　099-286-2903(全国障害者スポーツ大会課)
　099-286-2852(施設調整課)
　099-286-2855(競技式典課)
　099-286-5326(競技力向上対策課)

                           947-5490（国体競技式典課）　

団体名 会長 事務局長 郵便番号 所在地 電話番号

燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会
鹿児島市実行委員会

森　　博幸 尾堂　正人 892-8677 鹿児島市山下町11番1号 099-808-7507

燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会
鹿屋市実行委員会

中西　　茂 中　　裕則 893-8501 鹿屋市共栄町20番1号 0994-31-1132

燃ゆる感動かごしま国体枕崎市実行委員会 前田　祝成 豊留　信一 898-0051 枕崎市中央町184 0993-72-0170

燃ゆる感動かごしま国体阿久根市実行委員会 西平　良将 小中　茂信 899-1611 阿久根市赤瀬川2486番地1 0996-73-4649

燃ゆる感動かごしま国体出水市実行委員会 椎木　伸一 春田　和彦 899-0208 出水市文化町23番地 0996-63-4187

燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会
指宿市実行委員会

豊留　悦男 川路　　潔 891-0404
指宿市東方9300番地１
（ふれあいプラザなのはな館内）

0993-23-1014

燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会
西之表市実行委員会

八板　俊輔 中里　千秋 891-3193 西之表市西之表7612番地 0997-22-1111

燃ゆる感動かごしま国体垂水市実行委員会 尾脇　雅弥 米田　昭嗣 891-2112
垂水市本城3898-1
（環境センター２階）

0994-32-7553

燃ゆる感動かごしま国体薩摩川内市実行委員会 岩切　秀雄 田中　英人 895-8650 薩摩川内市神田町3番22号 0996-23-5111

燃ゆる感動かごしま国体日置市実行委員会 宮路　高光 梅北　浩一 899-2292
日置市東市来町長里87番地1
（日置市役所東市来支所）

099-274-2175

燃ゆる感動かごしま国体曽於市実行委員会 五位塚　剛 岩元　　浩 899-8102 曽於市大隅町岩川5629番地 099-482-5958

燃ゆる感動かごしま国体・燃ゆる感動かごしま大会
霧島市実行委員会

中重　真一 橋口　洋平 899-4394 霧島市国分中央三丁目45番1号 0995-64-0736

燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会
いちき串木野市実行委員会

田畑　誠一 福山　昌浩 899-2192 いちき串木野市湊町1丁目1番地 0996-32-3111

燃ゆる感動かごしま国体南さつま市実行委員会 本坊　輝雄 新沢　　貢 897-8501 南さつま市加世田川畑2648番地 0993-76-1519

燃ゆる感動かごしま国体志布志市実行委員会 下平　晴行 萩迫　和彦 899-7192 志布志市志布志町志布志二丁目１番１号 099-472-1111

燃ゆる感動かごしま国体奄美市実行委員会 朝山　　毅 永井　信也 894-8555 奄美市名瀬幸町25番8号 0997-52-1111

燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会
南九州市実行委員会

塗木　弘幸 桑代　睦雄 897-0215 南九州市川辺町平山3234番地 0993-56-1111

燃ゆる感動かごしま国体伊佐市実行委員会 隈元　　新 田中　健一 895-2708 伊佐市菱刈川北2328番地1 0995-28-1073

燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会
姶良市実行委員会

湯元　敏浩 別府　伸二 899-5294 姶良市加治木町本町253番地 0995-62-2140

三島村教育委員会 大山　辰夫 佐藤　央隆 892-0821 鹿児島市名山町12番18号 099-222-3141

トカラ列島島めぐりマラソン大会実行委員会 肥後　正司 肥後　勇喜 892-0822 鹿児島市泉町14番15号 099-222-2101

燃ゆる感動かごしま国体さつま町実行委員会 日髙　政勝 平田　水穂 895-1803 薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2 0996-53-1111

長島町教育委員会社会教育課 川添　　健 林　　幸弘 899-1303
出水郡長島町指江1545番地
（文化ホール内）

0996-88-6500

燃ゆる感動かごしま国体湧水町実行委員会 池上　滝一 田方　利郎 899-6292 姶良郡湧水町木場222番地 0995-74-3111
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団体名 会長 事務局長 郵便番号 所在地 電話番号

燃ゆる感動かごしま国体大崎町実行委員会 東　　靖弘 今吉　孝志 899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地 099-476-1111

東串良町教育委員会社会教育課 宮原　　順 橋口　正博 893-1613
肝属郡東串良町川西1543
東串良町役場内

0994-63-3134

燃ゆる感動かごしま国体錦江町実行委員会 木場　一昭 大寺　和久 893-2392 肝属郡錦江町城元963番地 0994-22-2303

燃ゆる感動かごしま国体南大隅町実行委員会 森田　俊彦 上大川　秋広 893-2501 肝属郡南大隅町根占川北226番地 0994-25-1230

第75回国民体育大会肝付町実行委員会 永野　和行 津曲　　元 893-1206 肝属郡肝付町前田1020番地 0994-65-2594

燃ゆる感動かごしま国体中種子町実行委員会 北之園　千春 園田　俊一 891-3692 熊毛郡中種子町野間5186番地2 0997-27-1111

燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会
サーフィン実行委員会

山田　祐太朗 小脇　有希乃 891-3792 熊毛郡南種子町中之上2793-1 0997-26-1111

燃ゆる感動かごしま国体OWS競技
屋久島町実行委員会

荒木　耕治 計屋　正人 891-4207 熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20 0997-43-5900

燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会
大和村実行委員会

伊集院　幼 福山　　茂 894-3105 大島郡大和村大和浜100番地 0997-57-2154

宇検村教育委員会 元山　公知 植田　　稔 894-3304 大島郡宇検村湯湾2937-83 0997-67-2261

瀬戸内町教育委員会社会教育課 中村　洋康 泉　　重行 894-1592 大島郡瀬戸内町古仁屋船津23 0997-72-2905

龍郷町教育委員会 竹田　泰典 大吉　正一郎 894-0102 大島郡龍郷町瀬留968番地1 0997-69-4532

喜界町教育委員会 川島　健勇 來　　和法 891-6201 大島郡喜界町赤連18番地2 0997-65-0229

徳之島町教育委員会社会教育課 高岡　秀規 茂岡　勇次 891-7101 大島郡徳之島町亀津2918番地 0997-82-2904

第75回国民体育大会トライアスロン競技
天城町実行委員会

森田　弘光 中　　秀樹 891-7692 大島郡天城町平土野2691-1 0997-85-5149

伊仙町教育委員会社会教育課 大久保　明 稲田　良和 891-8201 大島郡伊仙町伊仙2638 0997-86-4653

和泊町教育委員会 竹下　安秀 永井　　徹 891-9104 大島郡和泊町和泊10番地 0997-92-0300

かごしま国体知名町実行委員会 今井　力夫 宮當　和重 891-9213 大島郡知名町瀬利覚2362番地 0997-81-5151

与論町実行委員会 山　　元宗 朝岡　芳正 891-9301 大島郡与論町茶花2045 0997-97-2441


