
【競技団体】 【市町団体】

№ 加盟団体名 評議員指名 № 加盟団体名 評議員指名

1 静岡陸上競技協会 岩本　穣兒 新任 52 沼津市体育協会 井出　啓之 重任

2 静岡県サッカー協会 八木　利眞 新任 53 熱海市体育協会 杉山　誠一 重任

3 静岡県テニス協会 伊東　敬洋 新任 54 三島市体育協会 小池　　満 新任

4 静岡県バレーボール協会 村松喜一郎 新任 55 富士宮市スポーツ協会 平野　　修 新任

5 静岡県バスケットボール協会 三浦　昭彦 新任 56 伊東市体育協会 石井　義仁 新任

6 静岡県卓球協会 下田一十四 重任 57 富士市スポーツ協会 山野　政宏 重任

7 静岡県野球連盟 白鳥　泰司 重任 58 御殿場市体育協会 山下　清春 新任

8 静岡県水泳連盟 栗田　　仁 新任 59 下田市体育協会 山下　建夫 新任

9 静岡県山岳連盟 諸戸　　明 新任 60 裾野市スポーツ協会 安田　　明 重任

10 静岡県体操協会 佐藤　　誠 重任 61 伊豆市スポーツ協会 井上　　博 重任

11 静岡県ハンドボール協会 石川　直樹 重任 62 伊豆の国市体育協会 青﨑美代子 重任

12 静岡県自転車競技連盟 月安　雅一 重任 63 東伊豆町体育協会 遠藤　尚男 新任

13 静岡県ラグビーフットボール協会 石垣　　誠 重任 64 河津町体育協会 飯田　和也 新任

14 静岡県柔道協会 石川　裕章 重任 65 南伊豆町体育協会 干臺　正敏 新任

15 静岡県相撲連盟 矢﨑　正文 重任 66 松崎町体育協会 佐藤　岩夫 重任

16 静岡県ソフトテニス連盟 漆畑　勝之 新任 67 西伊豆町体育協会 山本　敬一 重任

17 静岡県弓道連盟 岡崎　寿男 新任 68 函南町体育協会 露木　洋二 新任

18 静岡県レスリング協会 長野　廣之 重任 69 清水町体育協会 立川　勝彦 重任

19 静岡県セーリング連盟 杉山　武靖 新任 70 長泉町スポーツ協会 伏見　利幸 新任

20 静岡県ボート協会 松下　　博 新任 71 小山町体育協会 小野　照明 新任

21 静岡県バドミントン協会 鈴木　利幸 重任 72 静岡市体育協会 興梠　正人 重任

22 静岡県ソフトボール協会 鈴木　　勲 重任 73 島田市体育協会 落合　髙司 新任

23 静岡県スキー連盟 栗山　　寿 重任 74 焼津市体育協会 河野　義行 重任

24 静岡県クレー射撃協会 伊藤　慶夫 新任 75 藤枝市スポーツ協会 臼井　郁夫 新任

25 静岡県ボクシング連盟 葛本　憲司 重任 76 牧之原市スポーツ協会 榑林　初夫 重任

26 静岡県フェンシング協会 田村　儀朗 重任 77 吉田町体育協会 久米　武志 重任

27 静岡県スケート連盟 髙柳　正勝 重任 78 川根本町スポーツ協会 中田　隆幸 重任

28 静岡県剣道連盟 澤入　光広 新任 79 浜松市体育協会 山本　成伸 重任

29 静岡県ホッケー協会 野田　　洋 新任 80 磐田市スポーツ協会 粟倉　義弘 新任

30 静岡県ウェイトリフティング協会 松原　紀光 重任 81 掛川市体育協会 中山　雅夫 重任

31 静岡県ライフル射撃協会 佐々木　司 重任 82 袋井市スポーツ協会 溝口　紀子 重任

32 静岡県馬術連盟 北澄　金苗 新任 83 湖西市体育協会 疋田　勝久 重任

33 静岡県アーチェリー協会 和田　善彦 重任 84 御前崎市体育協会 漢人　隆弥 新任

34 静岡県空手道連盟 松本　　毅 重任 85 菊川市体育協会 竹林　利明 新任

35 静岡県銃剣道連盟 矢野　　満 重任 86 森町体育協会 亀澤　　進 新任

36 静岡県ボウリング連盟 遠藤　信介 新任

37 静岡県カヌー協会 山口　靖宏 重任 【学校体育団体】

38 静岡県なぎなた連盟 太田　裕代 新任 № 加盟団体名 評議員指名

39 静岡県少林寺拳法連盟 平井富士雄 重任 87 静岡県高等学校体育連盟 菅谷友弥花 重任

40 静岡県アイスホッケー連盟 今津　良彦 新任 88 静岡県中学校体育連盟 本山太一郎 重任

41 静岡県綱引連盟 岡田　光正 重任

42 静岡県ゲートボール協会 野木美保子 新任 【準加盟団体】

43 静岡県パワーリフティング協会 福島　政幸 新任 № 加盟団体名 評議員指名

44 静岡県ゴルフ連盟 阿部　和生 重任 89 静岡県障害者スポーツ協会 秋本　啓子 重任

45 静岡県グラウンド・ゴルフ協会 鈴木磯太郎 重任

46 静岡県武術太極拳連盟 佐野　好美 新任

47 静岡県トライアスロン協会 山本　統久 重任

48 静岡県ダンススポーツ連盟 金子　和裕 新任

49 静岡県バウンドテニス協会 佐藤　弘康 重任

50 静岡県エアロビック連盟 坂本里津子 新任

51 静岡県スポーツチャンバラ協会 古谷　誠貴 新任

令和2・3・4・5年度評議員

[任期：令和2年6月19日から令和6年定時評議員会終了まで]


