
役職名 氏名 所属 役職名 氏名 所属

1 顧　問 斎藤弥三郎 県中 28 理事 保住　弥文 県北

2 〃 鈴木　洋子 いわき 29 理事 佐藤　直樹 県北

3 〃 藤田　晴史 会津 30 理事 佐藤　　淳 県北

4 〃 西山　勢子 相双 31 理事 村上　昌弘 県中

5 〃 小鍛冶　昇 会津 32 理事 成田　兼二 県中

6 〃 青木　信博 県中 33 理事 青山　義和 県中

7 〃 中島　　功 県南 34 理事 村井　義雄 県南

8 〃 星　益稔 いわき 35 理事 梁取　哲夫 県南

9 〃 武山　上雄 相双 36 理事 岡部　宏夫 県南

37 理事 新井田雅人 会津

1 会　長 志田　光夫 県北 38 理事 大隅　大介 会津

2 副会長 熊坂　雄延 県北 39 理事 鈴木　光浩 会津

3 副会長 遠藤　雄一 県中 40 理事 服部　元一 相双

4 副会長 村田　　功 県南 41 理事 渡部　昭洋 相双

5 副会長 小沼　武時 会津 42 理事 早川　文雄 相双

6 副会長 齋藤　博文 相双 43 理事 山浦　　笙 いわき

7 副会長 江尻　久三 いわき 44 理事 鈴木　康寛 いわき

8 副会長 菅野　利彦 高体連（若松商業高校） 45 理事 中野　雅弘 いわき

9 副会長 二平　光明 中体連（立子山中） 46 理事 熊谷　良江 レディース連盟

10 副会長 小形　義元 シニア 47 理事 北野　　浩 小学生

11 副会長 高木　直子 レディース連盟 48 理事 十時　洋道 シニア

12 副会長 佐藤　光一 実業団 49 理事 佐賀　　勝 実業団

13 理事長（副会長） 川島　　登 県北 50 理事 原田　賢司 福島工業高校

14 副理事長 吉田　　茂 相双 51 理事 近藤　秀生 安積高校

15 副理事長 小野間幸一 県中 52 理事 森本　　聡 岩瀬農業高校

16 副理事長 大瀧　重直 県北 53 理事 小湊　　澄 喜多方桐桜

17 副理事長 佐藤　和之 高体連 54 理事 太田　重則 原町高校

18 副理事長 猪股　尚文 中村第一中学校 55 理事 矢代　一臣 磐城一高

19 常任理事 遠藤　　仁 会津 56 理事 目黒　堂真 郡山三中

20 常任理事 長谷部　浩行 県南 57 理事 小豆畑隆則 西郷第一中学校

21 常任理事 由田　営史 いわき 58 理事 高橋　邦幸 柳津中学校

22 常任理事 鈴木　健一 シニア 59 理事 滝澤　英雄 泉　中学校

23 常任理事 田辺真佐子 レディース 60 監事 齋藤　眞一 相双

24 常任理事 三菅　光晴 実業団 61 監事 粟村　正一 県北

25 常任理事 菊田　茂男 小学生 62 事務局長 高橋　　強 県北

26 常任理事 古宮　　隆 審判委員会 63 事務局員 佐久間寿美子 県北

27 常任理事 二階堂裕之 指導普及

《　平成３０・３１年度　福島県ソフトテニス連盟役員名簿　》



役職名 氏名 所属 役職名 氏名 所属

1 委員長 川島  　登 県北 1 委員長 吉田　　茂 ＳＧクラブ

2 委員 吉田　  茂 相双 2 副委員長 田野入秀浩 尚英中学校

3 委員 小野間幸一 県中 3 副委員長 國道　美行 川俣高校

4 委員 遠藤　 仁 会津 4 副委員長 半沢　一寛

5 委員 長谷部浩行 県南 5 委員 佐藤　　淳 福島テニ研究会

6 委員 大瀧重直 県北 6 委員 小野間幸一 桑野クラブ

7 委員 由田　営史 いわき 7 委員 橋本　孝男 須賀川サンデー

8 委員 鈴木　康寛 岩城三和ＳＴＣ

9 委員 新井田雅人 柳津ジュニア

役職名 氏名 所属 10 委員 渡邉　大典 湖南高校

1 委員長 二階堂裕之 本宮中学校 11 委員 荻野　忠彦 三和町ＳＴｻｰｸﾙ

2 副委員長 吉田　　茂 12 委員 伊藤　晴稔 須賀川三中

3 委員 13 委員 佐久間一枝 旭クラブ

4 委員

5 委員

6 委員 役職名 氏名 所属

7 委員 委員長 小野間幸一 桑野クラブ

8 委員 1 副委員長 吉田　　茂 ＳＧクラブ

9 委員 2 副委員長 佐藤　　真 二本松クラブ

10 委員 3 委員（県連） 佐藤　　淳 福島テニ研究会

11 委員 4 委員（県連） 高橋　　強 福島市役所

5 委員（県北）

6 委員（県中）

役職名 氏名 所属 7 委員（県南）

1 委員長 古宮　　隆 郡山ジュニア 8 委員（会津） 大隅　大介 会津連盟

2 副委員長 中野　雅弘 いわきクラブ 9 委員（相双） 田野入秀浩 昭英中学校

3 副委員長 三菅　光晴 二本松市役所 10 委員（いわき）

4 委員 丹伊田　茂 行健中学校 11 委員（高校）

5 委員 大瀧　重直 福島ジュニア 12 委員（中学）

6 委員 仁平　義孝 白河協会 13 委員（ｼﾞｭﾆｱ）

7 委員 鈴木　光浩 会津美里協会 14 委員（ﾚﾃﾞｨｰｽ）

8 委員 西畑　　智 原町ﾋﾞｯｸﾞｳｴｰﾌﾞ 15 委員（ｼﾆｱ会）

9 委員 石川　喜昭 本宮高校

10 委員 高橋　邦幸 一簣中

11 委員 権藤　理咲 レディース 役職名 氏名 所属

12 委員 大倉　仁 小学生 1 委員長 菊田　茂男 福島市役所クラブ

13 委員 十時　洋道 須賀川愛好会 2 副委員長 北野　浩 西郷ジュニア

3 委員（県北） 保住　弥文 二本松ジュニア

4 委員（県中） 佐久間和守 三春クラブ

5 委員（会津） 佐藤　　昇 若松クラブ

6 委員（相双） 渡部　昭洋 双葉スポ少

7 委員（いわき） 関根　孝司 勿来ジュニア

３．審判委員会

６．小学生委員会

《　福島県ソフトテニス連盟専門部役員名簿　》

１．総務委員会 ４．強化委員会

２．指導普及委員会

５．競技委員会


