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番 号  役　 職　 名  氏　　　名 所　　　属 兼 務 役 職
1 会　長 照沼  一美 中央支部 中央支部長

2 副会長 島田  昌和 鹿行支部 鹿行支部長

3 副会長 鈴木  義夫 県西支部 事務局長・総務委員長・県西支部長

4 副会長 櫻井  孝之 県南支部 広報委員・県南支部長

5 副会長 吉田  広光 水戸支部 水戸支部長

6 副会長 梅村  恒雄 県北支部 県北支部長

7 副会長 青柳  薫光 ソフトボ－ル 研修委員長

8 理事長 小堀  英樹 中央支部 総務委員

9 副理事長 近藤  康雄 県西支部

10 副理事長 鈴木  孝子 県北支部

11 事務局長 鈴木  義夫 県西支部 副会長・総務委員長・県西支部長

12 事務次長 又村  和子 県西支部

13 庶　務 柏葉  光子 中央支部 広報委員

14 庶　務 舛井  幸子 水戸支部 広報委員

15 会　計 島田  良子 県西支部

16 会　計 高野  照代 鹿行支部 研修委員

17 総務委員長 鈴木  義夫 県西支部 副会長・事務局長・県西支部長

18 研修委員長 青柳  薫光 ソフトボ－ル 副会長

19 広報委員長 岡野  秀一 水戸支部

20 理　事 小澤  一友 県北支部

21 理　事 菱沼  哲朗 県北支部

22 理　事 柴田 美知代 県北支部

23 理　事 綿引　 健 県北支部

24 理　事 古杉　 進 水戸支部

25 理　事 光田  靖広 水戸支部

26 理　事 笹本　 弘 水戸支部 総務委員

27 理　事 高村  卓雄 中央支部 研修副委員長

28 理　事 野々村 律子 中央支部

29 理　事 木村  邦子 中央支部

30 理　事 君和田   毅 鹿行支部 総務委員

31 理　事 木村  邦夫 鹿行支部

32 理　事 君和田 治也 鹿行支部 広報委員

33 理　事 日川  妙子 鹿行支部

34 理　事 遠藤　 守 県南支部

35 理　事 風間  富江 県南支部 総務委員

36 理　事 渡辺  吉光 県南支部 研修委員

37 理　事 梶原  匡子 県南支部 総務副委員長

38 理　事 大竹  幹夫 県西支部 研修委員

39 理　事 角谷  俊二 県西支部 総務委員

40 理　事 橋本  惠右 水　泳

41 理　事 額賀  富雄 ソフトテニス

42 理　事 沼尻  満男 テニス

43 理　事 菅谷  政宏 山　岳

44 理　事 益子  一也 スキ－

45 理　事 北嶋  宝三 バレ－ボ－ル

46 理　事 ・・・・・ バドミントン

47 理　事 芦間  恒夫 卓　球

48 理　事 武石  良男 空手道

49 理　事 渡辺  早苗 ゲ－トボ－ル

50 理　事 大高  敏弘 バスケットボ－ル

51 理　事 川瀬  政人 弓　道

52 理　事 柏崎  勝美 陸上競技

53 監　事 和田  弘行 中央支部 研修委員

54 監　事 山中　 寛 県西支部

55 顧　問 長洲  祐二 県体育協会

平成２７年～２８年度茨城県スポ－ツ指導者協議会役員名簿
　平成２７年４月２６日～平成２９年３月３１日


