
春高バドミントン部　歴代顧問

元号 年 西暦 顧問名 学校長
昭和 32 1957 佐久間　安三郎

33 1958 五十里　光秋 佐久間　安三郎
34 1959 五十里　光秋 岡野　弘 佐久間　安三郎
35 1960 五十里　光秋 千葉　振 佐久間　安三郎
36 1961 五十里　光秋 河井　徹 塚原　千尋
37 1962 五十里　光秋 河井　徹 塚原　千尋
38 1963 松田　雄一 高山　一 塚原　千尋
39 1964 松田　雄一 高山　一 塚原　千尋
40 1965 唐沢　清一 松田　雄一 塚原　千尋
41 1966 唐沢　清一 松田　雄一 塚原　千尋
42 1967 唐沢　清一 松田　雄一 塚原　千尋／石橋　秀夫
43 1968 唐沢　清一 松田　雄一 石橋　秀夫
44 1969 唐沢　清一 松田　雄一 石橋　秀夫／小関　一郎
45 1970 唐沢　清一 松田　雄一 小関　一郎
46 1971 唐沢　清一 松田　雄一 髙橋　亨
47 1972 唐沢　清一 松田　雄一 髙橋　亨
48 1973 唐沢　清一 岩崎　昌蔵 髙橋　亨
49 1974 唐沢　清一 岩崎　昌蔵 髙橋　亨
50 1975 唐沢　清一 丸子　芳保 村越　五郎
51 1976 唐沢　清一 丸子　芳保 村越　五郎
52 1977 唐沢　清一 川島　秀元 村越　五郎
53 1978 唐沢　清一 台　悦雄 村越　五郎
54 1979 唐沢　清一 石川　信夫 村越　五郎
55 1980 唐沢　清一 石川　信夫 大河内　博
56 1981 石川　信夫 片野　正人 白浜　典子 大河内　博
57 1982 石川　信夫 平社　定夫 白浜　典子 大河内　博
58 1983 石川　信夫 五十嵐　正晴 大河内　博
59 1984 石川　信夫 五十嵐　正晴 小野田　榮 大河内　博
60 1985 石川　信夫 小野田　榮 笹尾　大 畑　光明
61 1986 石川　信夫 小野田　榮 畑　光明
62 1987 石川　信夫 小野田　榮 畑　光明
63 1988 石川　信夫 小野田　榮 小口　五郎

平成 1 1989 小野田　榮 宮城　智則 小口　五郎
2 1990 小野田　榮 宮城　智則 関谷　敏雄 小口　五郎
3 1991 小野田　榮 宮城　智則 斎藤　芳明 小河原　乙浩
4 1992 小野田　榮 宮城　智則 新井　利明 小河原　乙浩
5 1993 小野田　榮 宮城　智則 新井　利明 小河原　乙浩
6 1994 宮城　智則 新井　利明 島田　淳一 小河原　乙浩
7 1995 宮城　智則 新井　利明 早乙女　勤 丸子　芳保
8 1996 宮城　智則 新井　利明 斎藤　芳明 丸子　芳保
9 1997 宮城　智則 新井　利明 斎藤　芳明 丸子　芳保
10 1998 宮城　智則 新井　利明 斎藤　芳明 鈴木　宏昭
11 1999 斎藤　芳明 新井　利明 片野　秀樹 鈴木　宏昭
12 2000 斎藤　芳明 新井　利明 片野　秀樹 鈴木　宏昭
13 2001 斎藤　芳明 片野　秀樹 木村　恵美子 鈴木　宏昭
14 2002 片野　秀樹 角坂　清博 鈴木　宏昭
15 2003 片野　秀樹 角坂　清博 野村　秀雄 本橋　恒雄
16 2004 片野　秀樹 角坂　清博 野村　秀雄 本橋　恒雄
17 2005 桒子　正博 角坂　清博 野村　秀雄 本橋　恒雄
18 2006 菅原　達也 角坂　清博 鈴木　誠 松村　秀
19 2007 菅原　達也 渡辺　雅弘 松村　秀
20 2008 菅原　達也 渡辺　雅弘 松村　秀
21 2009 菅原　達也 池内　仁史 松田　敏男
22 2010 菅原　達也 池田　泰 松田　敏男
23 2011 菅原　達也 池田　泰 熊中　陽子 松田　敏男
24 2012 菅原　達也 飛永　悟 工藤　倫郎
25 2013 菅原　達也 飛永　悟 浜野　啓史 工藤　倫郎
26 2014 浜野　啓史 飛永　悟 渡辺　雅弘 海老原　洋介 工藤　倫郎
27 2015 浜野　啓史 飛永　悟 渡辺　雅弘 海老原　洋介 工藤　倫郎
28 2016 浜野　啓史 渡辺　雅弘 海老原　洋介 益子　篤行
29 2017 浜野　啓史 渡辺　雅弘 海老原　洋介 益子　篤行
30 2018 海老原　洋介 朝見　浩和 長瀬　義行 益子　篤行

令和 1 2019 海老原　洋介 朝見　浩和 長瀬　義行 坂上　節
2 2020


