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協会名 正会員氏名 役職 協会名 正会員氏名 役職

1 北海道 齊藤　隆 会長 辻村　克 会長

2 青森県 杉原　広 副会長 福永　吉平 参与

佐々木　光司 会長 的場　收治 副会長

田村　政雄 副会長 大崎　勲 会長

西田　範次 理事長 宮野　正喜 副会長

阿部　貞光 会長代理（副会長） 山口　修一郎 常任理事

山田　健一 副理事長 中村　真理 理事

5 秋田県 佐藤　正一郎 会長 真　喜代司 理事長

舩山現人 会長 中村　康夫 副理事長

四柳徹信 理事長 千野　雅人 事務局長

7 福島県 濱田　清二 事務局長 松野　正和 副会長

8 茨城 小島　久幸 理事長 中野　雅文 理事

青木　一明 理事長 岡花　宏明 常任理事

沼尾　健一 副理事長 西上英雄 理事長

駒田　文雄 副理事長 硲　正幸 常務理事

福田　敏 強化部長 田中剛志 理事

10 群馬県 中曽根　弘文 会長 二階　俊博 会長

浅野　久雄 副会長 松尾　英雄 理事長

坂本　実 理事 土橋　義親 副会長

久我　晃広 理事 坂田　陽彦 理事長

河村　一夫 副会長 杉原　治 理事長

秋塲　 茂 理事長 小櫻　和裕 副理事長

和田　明仁 会長 平尾　豊 理事長

一川　邦彦 副会長 妹尾　裕介 理事

正田　実 副会長 34 広島県 田村　洋二 専務理事

青木　剛 理事 植野　正則 会長

三宅　正美 理事 森重　祐輔 理事長

菅野　芳哉 理事 岡川　等 理事長

鍋田　茂子 理事 片平　久光 理事

牧島秀夫 副理事長 37 徳島県 八張　愼 理事長

寺田達士 常任理事 38 愛媛県 中村　哲也 理事長

寺本　祐治 常任理事 39 高知県 桑名　龍吾 会長

飯野　一幸 常任理事 40 福岡県 江藤　徹郎 会長

重川　隆廣 会長 41 佐賀県 神林　茂晴 顧問

猪股　添 理事長 42 長崎県 山口　文夫 会長

松田　章 事務局長 入江　栄俊 理事長

17 長野県 倉嶋　勇 理事長 石原　誠慈 常任理事

飛田　昌広 副会長 44 大分県 𠮷光　幸夫 会長

林　　勇次 副会長 斉藤　重保 会長

新井　健史 理事長 冨山　喜正 事務局長

19 石川県 松本　豊成 理事・評議員 46 鹿児島県 安倍松　隼己 事務局長

水島　秀夫 副理事長 47 沖縄県 玉城　奎 会長

山野　秀一 事務局長

大久保　文義 副理事長 日本リーグ 内藤　貴詞 理事長	

上村　幸夫 副会長 社会人連盟 埴岡　隆 専務理事

渡邊　希一 副会長 日学連 長田　和雄 副理事長

大河内　廣之 代表理事 高体連 渡辺　健一 副部長

永井　東一 常務理事 中学部会 久保　克敏 事務局

23 三重県 秦　　功 理事長 スポ少部会 一谷　徹 事務局員

喜久生　明男 会  長 ﾏｽﾀｰｽﾞ部会 関谷　淳一 会長

安田　善治郎 副会長

長屋　恭一 副会長 学識経験者 吉田　大士

水谷　良雄 副会長 学識経験者 高嶋　良平

永井　祐司 理  事 学識経験者 横山　秀

学識経験者 北河原　公敬

山口県

36 香川県

43 熊本県

45 宮崎県

35

31 鳥取県

32 島根県

33 岡山県

28 兵庫県

29 奈良県

30 和歌山県

25 滋賀県

26 京都

27 大阪
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24 岐阜県

21 静岡県

22 愛知

18 富山県

20 福井県

15 山梨県

16 新潟県

14 神奈川県

11 埼玉

12 千葉県

13 東京

6 山形県

9 栃木県

3 岩手県

4 宮城県




