会 長
副会長
専務理事
常務理事

理

事

事務局長
幹

事

監

事

運営委員

名誉会長

顧問

参与

菅原 和敏
山岸 文章 (公財)酒田市体育協会
川合 勝芳 ㈱曙印刷
丹羽 和徳 山形県市町村職員年金者連盟
斎藤
篤 (審判委員長) 山形県立山形盲学校
齋藤 和敏 (事務局長） (公社)山形県観光物産会館
鈴木 和弘 山形大学地域教育文化部
鈴木 剛一 東北公益文科大学
百瀬 克浩 鶴岡工業高校
山科
通
安部 昭一
野澤 正美
齋藤 和敏 (常務理事) (公財）山形県企業振興公社
遠藤 一人 (運営委員） 山形市観光戦略課
永森 忠大 ㈲FPコンパス
太田 英司 山形城北高等学校
大宮
彰
奥山
享 奥山享税理士事務所
遠藤 一人 (幹事）山形市観光戦略課
村岡
悟 （山形地区競技委員長） 山形県水大気環境課
中里 信哉 （酒田地区理事長） 遊佐高等学校
櫻田
徹 （鶴岡地区理事長・ビーチ連理事長） 朝日中・豊浦中
永井 康博 （新庄地区理事長） 戸沢村立戸沢中学校
峯田 徳昭 （米沢地区理事長） ルネサスエレクトロニクス
横山
満 （長井地区理事長） 西東北日野自動車
板垣 光次 （競技委員長) (福)輝きの会
三浦 和弘 （強化委員長） 山辺高等学校
後藤 泰明 （指導普及委員長） ニフコ山形
小俣 幸二 （高体連委員長） 山形南高校
今井 教史 （中体連委員長） 山形八中
菅原 一彰 （小バ連副理事長） 山形大学農学部
秋場 礼子 （ママ連理事長）
山口 和裕 （ソフト連理事長） 沖郷中
宮林 茂和 （クラブ連理事長) ニフコ山形
中村
弘 (山形地区）
志田 翼 （山形地区
丸川 信浩 （長井地区）
斎藤 晃次 （酒田地区）
加藤 玲宗 （鶴岡地区）
佐藤 玄治 （酒田地区）
加藤 寛治 （山形地区)
高橋 佳之 （長井地区）
朝井
融 （酒田地区）
佐藤喜代志 （酒田地区）
土澤 幸雄 （米沢地区）
金野 信勇 （鶴岡地区）
山科
博 （新庄地区）
武田 憲一 （山形地区)
楠澤 謙一 （新庄地区
百瀬 克浩 （高体連部長・理事）
坂上 一美 （中体連部長）
田中 幸男 （小バ連会長）
青木 順子 （ママ連会長）
佐藤 三幸 （ソフト連会長）
渡部 伸 （ビーチ連会長）
齋藤 和敏 （クラブ連会長・常務理事
今間信一郎 （鶴岡地区）
後藤 悦造 （酒田地区）
佐藤 完司 （酒田地区）
伊藤 秀二 （新庄地区）
今野 悦郎 （鶴岡地区）
吉住 光史 （鶴岡地区）
高梨 勝博 （山形地区)
長谷部 悟 （長井地区）
齋藤
亨 （酒田地区）
長谷部 悟 （米沢地区）
大内 新作 （鶴岡地区)
多田 和雄 （山形地区）

委員長
副委員長

総務
委員

委員長
副委員長

競技
委員

委員長
副委員長

審判
委員

委員長
副委員長

指導・普及
委員

委員長
副委員長

強化
委員

川合 勝芳 (専務理事） ㈱曙印刷
斎藤
篤 (常務理事) 山形県立山形盲学校
齋藤 和敏 (常務理事） (公社)山形県観光物産会館
丹羽 和徳 (常務理事） 山形県市町村職員年金者連盟
中里 信哉 （酒田地区理事長） 遊佐高等学校
櫻田
徹 （鶴岡地区理事長） 朝日中・豊浦中
永井 康博 （新庄地区理事長） 戸沢村立戸沢中学校
峯田 徳昭 （米沢地区理事長） ルネサスエレクトロニクス
横山
満 （長井地区理事長） 西東北日野自動車
板垣 光次 （運営委員) (福)輝きの会
田井治敬史 (米沢地区） オーガニック川口
村岡 悟 （山形地区・運営委員） 山形県水大気環境課
是谷 実 （酒田地区） 酒田光陵高校
村上 順昭 （鶴岡地区） 鶴岡工業高校
矢作 賢明 （新庄地区） 新庄北高校
青木 俊英 （長井地区） ケミコン山形
横澤 隆 （高体連） 上山明新館高
渡邊 朗 （中体連） 山形六中
平塚 直彦 （小バ連） 天童中部小
吉岡 智宏 （ソフト連）
菅原 健一 （ビーチ連） オリエンタルモーター
安孫子咲智子 （ママ連） 東北電化工業
斎藤
篤 （常務理事
伊藤
薫 （高体連) 山形西高校
斎藤 隆介 （山形地区・小バ連) まどか保険
伊藤 岳人 （酒田地区） 酒田四中
瀬尾
平 （鶴岡地区） 庄内観光物産館ネット通販部
二戸 喜治 （新庄地区） マイセルフ
桑原 健輔 （米沢地区） 米沢工業高校
渡部
修 （長井地区） ケミコン山形
芳賀 司 （中体連） 楯岡中
阿部
勉 （ソフト連） 斎藤板金
森居
剛 （ビーチ連） 渡会電気土木
佐藤真由美 （ママ連）
後藤 泰明 （運営委員) ニフコ山形
長谷川利行 （山形地区） 山形工業高校
小山 剛史 （酒田地区） 酒田光陵高校
大内 新作 （鶴岡地区）
星川 隆博 （新庄地区） 村山産業高校
落合 敦史 （米沢地区）
菅原
透 （長井地区） 飯豊一小
武田 宏典 （高体連） 山形中央高校
横山 卓司 （小バ連） 山本産業
佐々木秀生 （ソフト連）
菅原 健一 （ビーチ連） オリエンタルモーター
鈴木 智子 （ママ連）
三浦 和弘 （運営委員) 山辺高校
黒沼 直洋 （少年担当） 山形南校
横澤
隆 （少年担当） 上山明新館高校
高橋 圭史 （ｼﾞｭﾆｱ担当） 山形四中
木村 一紀 （成年男子） 東北文教大学
西尾 博樹 （成年女子） プレステージインターナショナル
櫻田
徹 （ビーチ担当・運営委員） 朝日中・豊浦中
小俣 幸二 （高体連委員長・運営委員） 山形南校
安部 功 （少年男子） 山形城北高校
石田 和也 （少年女子） 米沢中央高校
今井 教史 （中体連委員長・運営委員） 山形八中
稲村 純 （中学男子） 山形九中
荒川 瞳 （中学女子） 金井中

