
（※順不同　※敬称略　※2021/6/25現在）

≪顧　　問≫

役職 ≪代表者≫

1 副会長 宇津味　守　温 会長 齋　藤　義　人 副会長 宇津味　守　温 羽　入　茂　雄 事務局長

2 庚　塚　俊　恵 会長 遠　藤　𠮷　正 副会長 庚　塚　俊　恵 庚　塚　俊　恵 会長

3 唐　橋　克　夫 会長 田　部　恵　三 監事 唐　橋　克　夫 唐　橋　克　夫 会長

4 上　野　貴　信 会長 大八木　浩　二 副会長 上　野　貴　信 上　野　貴　信 会長

5 小　関　雄　太 副会長 小　沢　　　啓 会長 小　沢　　　啓 小　沢　　　啓 会長

6 佐　藤　健太郎 会長 坂　内　孝　広 副会長 佐　藤　健太郎 佐　藤　健太郎 会長

7 齋　藤　謙市朗 会長 齋　藤　真　也 会計 齋　藤　謙市朗 齋　藤　謙市朗 会長

8 山　田　　　守 会長 小　椋　真　二 副会長 山　田　　　守 山　田　　　守 会長

9 蓮　沼　義　行 会長 佐　藤　雅　樹 会計 蓮　沼　義　行 蓮　沼　義　行 会長

10 昆　野　克　昭 会長 平　林　ひろ子 副会長 昆　野　克　昭

11 会長 田　沢　一　夫 会長 大　竹　好　光 副会長 田　沢　一　夫

12 渡　部　定　雄 会長 小　沢　秀　人 副会長 渡　部　定　雄

13 渡　邉　賢　一 会長 後　藤　　　学 副会長 渡　邉　賢　一

14 武　藏　信　介 会長 ＊ ＊ 武　藏　信　介 瓜　生　悦　識 庶務

15 菅　沼　健仁良 会長 ＊ ＊ 菅　沼　健仁良 菅　沼　健仁良 会長

16 ＊ ＊ 佐　竹　信　幸 会長 佐　竹　信　幸 佐　竹　信　幸 会長

17 瓜　生　智　善 会長 ＊ ＊ 瓜　生　智　善 物　江　洋　平 庶務

18 五十嵐　修　二 副会長 ＊ ＊ 五十嵐　哲　矢 五十嵐　修  二 副会長

19 ＊ ＊ 荒　川　　　正 会長 荒　川　　　正 荒　川　　　正 会長

20 ＊ ＊ 荻　原　末　吉 副会長 安　藤　久美子 鵜　川　展　行 事務局

21 ＊ ＊ 磯　部　惣　平 会長 磯　部　惣　平 遠　藤　正　彦 事務局長兼会計

22 ＊ ＊ 小野寺　光　喜 会長 小野寺　光　喜 伊　関　真　樹 理事長

23 ＊ ＊ 雪　　　　　　透 常任理事 関　口　　　明 庄　司　一　寿 理事長

24 ＊ ＊ ＊ ＊ 二　瓶　利　博 二　瓶　利　博 会長

25 田　中　幸　悦 副会長 ＊ ＊ 大　湊　信　夫 菊　地　潤一朗 事務局長

26 大　塚　英　二 副会長 ＊ ＊ 庚　塚　俊　恵 中　川　健　一 事務局長

27 加　藤　俊　哉 会長 ＊ ＊ 加　藤　俊　哉 加　藤　俊　哉 会長

28 ＊ ＊ ＊ ＊ 菊　地　久　夫 菊　地　久　夫 会長

29 生　江　幸一郎 会長 ＊ ＊ 生　江　幸一郎 生　江　幸一郎 会長

30 ＊ ＊ 佐　野　圭　一 副会長 佐　藤　義　晴 峯　岸　伸　康 庶務

31 ＊ ＊ 竹　安　和　子 事務局長 木　戸　京　子 竹　安　和　子 事務局長

32 ＊ ＊ 山　田　智　史 理事長 夏　井　謙　一 山　田　智　史 理事長

33 ＊ ＊ 渡　部　賢　一 会長 渡　部　賢　一　 大　竹　義　則 事務局長

34 遠　藤　　　広 筆頭副本部長 藤　城　昭　夫 筆頭幹事 田　沢　一　夫 市体協事務局 ＊

副会長

専務理事

田　中　善　雄

舟　城　敬　子

☛加盟団体関係は、加盟団体調査報告書の提出があった団体
のみ更新

令和３・４年度　公益財団法人喜多方市体育協会　関係者一覧名簿

加盟団体名／選任区分 ≪R3-4理事≫ ≪R3-6評議員≫ ≪文書送付先≫

笠　間　三男也 ・ 石　田　　　扶 ・ 瓜　生　敏　男 ≪名誉会長≫

 ≪R3-6監事≫ 片　桐　仁　志 ・ 佐　藤　義　晴 ・ 渡　部　博　之 ・ 五十嵐　哲　矢

各
町
体
育
協
会

喜多方北区体育協会

喜多方南区体育協会

松山町体育協会

上三宮町体育協会

岩月町体育協会

関柴町体育協会

熊倉町体育協会

豊川町体育協会

慶徳町体育協会

熱塩加納町体育協会

喜多方ソフトボール協会

喜多方バレーボール協会

喜多方バスケットボール協会

熱塩加納公民館

喜多方市水泳協会

塩川町体育協会 塩川公民館

山都町体育協会 山都公民館

高郷町体育協会 高郷公民館

喜多方ゲートボール協会

加
盟
競
技
団
体

喜多方陸上競技協会

喜多方野球協会

喜多方山岳協会

喜多方サッカー協会

喜多方市卓球協会

喜多方剣道連盟

喜多方弓道会

喜多方柔道会

喜多方ソフトテニス協会

喜多方テニス協会

喜多方市太極拳協会

喜多方市グラウンド・ゴルフ協会

喜多方バドミントン協会

喜多方スキークラブ

喜多方市スポーツ 少年団本部

喜多方体操協会

大　場　千　春 R3.6.15 Ｒ３⑴評議員会にてＲ3・4理事及びＲ3-6監事・評議員を選任

小　林　芳　信 R3.6.24 Ｒ３⑵理事会にてＲ3・4三役を選定会長推薦理事
（学識経験者）

小　林　千代松

津　瀧　　　悟

菅　家　清　邦

加　藤　隆　夫

ＭＥＭＯ

R3.4.1 喜多方市グラウンド・ゴルフ協会加盟


