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平成30年度関西学生ハンドボール連盟常任学生委員名簿
名前 所属大学 学年 携帯電話番号 パソコンメールアドレス 〒

委員長 八鍬　華澄 滋賀大学 4年 090-6366-4676 s0015230@st.shiga-u.ac.jp 5200861
副委員長 幸賀　彩奈 武庫川女子大学 4年 090-8935-7119 aya_x_x_7070@yahoo.co.jp 6750064
副委員長 成願　茜 関西大学 4年 080-1498-7153 gachagachagachan1021@gmail.com 5640073

競技 諌山　隼也 大阪産業大学 4年 090-9056-6322 isa.hand0314@gmail.com 6308423
競技 小寺　貴大 佛教大学 3年 080-5711-6671 kotera107@yahoo.co.jp 5760011
競技 笠井　颯仁 大阪薬科大学 3年 090-7361-8717 hayat1117@icloud.com 5938325
競技 伊藤　芽生 同志社大学 3年 080-2615-6165 houmei14@outlook.jp 6100332
競技 安田　青史 同志社大学 3年 080-5701-8449 shucarnaval375@yahoo.co.jp 5310063
競技 中村　建介 龍谷大学 3年 080-2413-7052 kensuke.hand.0801@gmail.com 5690034
競技 入江　真聖 京都産業大学 3年 080-5635-6093 massa9726@ezweb.ne.jp 6150083
競技 星野　凱毅 滋賀医科大学 2年 090-9871-5208 yoshitaka.0919@i.softbank.jp 5202144
競技 阿部　友花 関西福祉科学大学 2年 080-2466-4964 yiwixkbrhm11uxa53828@docomo.ne.jp 6050953
財務 花市　奏真 大阪府立大学 3年 080-4485-0871 soma.tp.0871@gmail.com 5998234
財務 山西　咲彩 京都教育大学 3年 080-8520-7868 ymns.0627@gmail.com 5600054
財務 今井　静 大阪大学 2年 090-3824-8658 ims_0311@yahoo.co.jp 5900111
財務 柳田　麦 京都大学 2年 080-1976-5185 mugicchi0308@gmail.com 6068232
審判 永井　拓也 近畿大学 3年 080-5755-8753 ta7.gamadasu_kuma@ezweb.ne.jp 5770804
審判 越智　加帆 天理大学 3年 080-3165-2967 mb44dw33ml@kcn.jp 6320094
審判 寺川　真未 奈良女子大学 3年 080-4764-1936 temple-river.mm1019@ymobile.ne.jp 5510002
審判 橋本　瑞規 和歌山大学 2年 090-6378-0318 mizuki.dahack@softbank.ne.jp 6400112
審判 福本　壮一郎 関西学院大学 2年 090-2012-6894 fu.so-hand@outlook.jp 6740068
審判 磯田　健太 関西福祉科学大学 2年 090-6608-5808 kenta1945@icloud.com 5470024
登録 小野　一佳 甲南大学 4年 090-1354-5394 s1551089@s.konan-u.ac.jp 6580073
登録 金田　航 大阪大学 3年 080-4024-1818 kanechan1213@gmail.com 6392146
登録 酒井　隆之介 摂南大学 3年 080-1501–0355 ifeelarive321@gmail.com 5731106
登録 嶋　太樹 桃山学院大学 2年 090-3864-4686 luw.3277@gmail.com 5941105
広報 小田　晋也 京都府立医科大学 4年 080-6177-7651 kakarityou.butyou@gmail.com 6170826
広報 大西　陽祐 神戸大学 3年 080-8528-1521 yosuke.goose.1218@gmail.com 6512242
広報 細見　展克 滋賀大学 3年 080-5709-3076 smri1-n02@leto.eonet.ne.jp 6008359
広報 松政　敦也 立命館大学 ３年 080-3858-7841 atsuya.calcetto@ezweb.ne.jp 5691041
広報 川上　宏太 追手門学院大学 2年 080-2443-2774 kota_9913.re@outlook.jp 6148051
書記 濱口　小巻 甲南大学 3年 080-4014-8324 r.k.y.love.nadeshiko@gmail.com 5920005
書記 黒田　舞依香 立命館大学 3年 080-6115-5776 azumugi.53039@gmail.com 6060957
書記 上田　莉奈 大阪薬科大学 2年 090-6964-0251 u.rina.0513@icloud.com 5291156
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現住所
滋賀県大津市石山寺3-29-26-506

兵庫県加古川市加古川町溝の口151-1-914
大阪府吹田市山手町4-31-11ジャンポール壱番館413号室

奈良県奈良市出屋敷町80-4
大阪府交野市星田5315-6

大阪府堺市西区鳳南町3-212-11
京都府京田辺市興戸塚ノ本69-1 セレーネ田辺3A 302

大阪府大阪市北区長柄東1-2-12-705
大阪府高槻市大塚町2-36-5

京都府京都市右京区山ノ内瀬戸畑町1-48
滋賀県大津市大萱1-12-5 グリニッチハウス903号

京都府京都市東山区今熊野南日吉町162-7
大阪府堺市中区土塔町2044-105
大阪府豊中市桜の町5-2-15-1

大阪府堺市南区三原台2-4-1-204
京都府京都市左京区田中古川町11-2-301

大阪府東大阪市中小阪4-5-3 ドゥエルミヤザキ206
奈良県天理市前栽町49-3 サンタウン105

大阪府大阪市大正区三軒家1-12-22-1104
和歌山県和歌山市西庄403-11

兵庫県明石市大久保町ゆりのき通1-1-1 イーストスクエア2-1405
大阪府大阪市平野区瓜破西2-6-35

兵庫県神戸市東灘区西岡本3-21 レジデンスシュウワ204
奈良県葛城市中戸388-1

大阪府枚方市町楠葉1-17-10
大阪府和泉市のぞみ野2-4-22 セントラル和泉309

京都府長岡京市開田4-14-16
兵庫県神戸市西区井吹台東町6-14-7

京都府京都市下京区丸屋町551-2
大阪府高槻市奈佐原2-9-3-402
京都府八幡市八幡山田27-15

大阪府高石市千代田2-3-30-505
京都府京都市左京区松ケ崎小脇町22-27

滋賀県彦根市清崎町256-9


