
役職名

名誉会長 髙木　安一郎

遠藤　幸司 伊藤　朱 増田　宜夫 沼本　脩 金谷　晴子

岩本　義久 佐野　正和 榛葉　正志 鈴木　敏幸

会長 鷲頭　典利

落合　敏男 市川　広邦 市川　博 佐野　忠幸 足立　真一

小野　康弘 坪井　正信 市川　雅子

理事長 小林　正

助野　大輔 伊藤　公祐 長谷川　裕巳 多田　聡哉 太田　賢

渡瀬　義正 井本　啓子

事務局長 漆畑　勝之

副事務局長 黒瀬　麗子 伏見　喜一郎

監事 鈴木　宏美 杉山　登子 栗山　桂

大石　幸男 伊藤　均 前島　正義 蛯谷　敬信 近藤　敦子

川﨑　正紀 金原　ルミ 枝村　賢美 中島　通晴 村中　裕紀子

小林　敏文 勝又　優紀 青島　啓二 門田　辰馬 仲田　廣志

霜垣　正貴 久保田　悦二 西野　浩一 内山　雅弘 鈴木　一弘

大貫　知久 臼井　泰 安達　紘 野澤　明彦 山縣　寛

濱田　友美 片山　さとみ 大石　憲一

長島　可並 志村　保明 山下　悟志 永田　優介 佐野　邦明

生熊　典男 村中　優 下山　彰男 中川　啓子 峰松　弘嗣

岡部　景三 東山　貴洋 石川　英樹 塩川　真之 飯田　茂男

秋山　好正 中山　倫成 渡部　昭五郎 河合　一広 井口　明基

増田　薫 片山　敬良 萩原　誠 田中　文博 杉山　岳

前田　明久 佐野　清文 木下　亘 碓井　由美子 深沢　利昭

松永　智恵子 小山　里美 大滝　武

理事
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専門委員会名

（事務局担当）

総務委員会 伊藤　公祐 長谷川裕巳 大貫　知久 渡瀬　義正 新村　和弥 多田　聡哉

（事務局：漆畑勝之） 助野　大輔 井本　啓子 黒瀬　麗子 伏見喜一郎

競技委員会 伊藤　均 奥村　大造 蛯谷　敬信 村越　義昌 山本　祐輔

（事務局：漆畑勝之） 枝村　賢美 中島　通晴 坪井　恭子 伏見喜一郎 黒瀬　麗子

強化委員会 大石 幸男 多田　聡哉 （成年男子） 奥村　大造 村越　義昌 蛯谷　敬信 山本　祐輔

（事務局：伏見喜一郎） 高橋　一 （成年女子） 枝村　賢美 中島　通晴 坪井　恭子

（少年男子） 原　雅幸 前田　明久 田村　俊樹

（少年女子） 神谷　裕治 小泉　友里 松田　雄樹 小川　健介

（中学生） 山縣　寛 芹澤　秀晃 高橋　允

（小学生） 深沢　利昭 助野　大輔 尾上　雅巳

審判委員会 漆畑　勝之 村中裕紀子 濱田　友美 奥村　大造 髙橋　允

（事務局：漆畑勝之） 長谷川 裕巳 枝村　賢美 中島　通晴 蛯谷　敬信

神谷　裕治

新村　和弥

渡瀬　義正

広報委員会 助野　大輔 長谷川裕巳 黒瀬　麗子 伏見喜一郎 阿部　公拓 西野　浩一

（事務局：黒瀬麗子）

小林　正

（部会長） （副部会長）

指導者育成部会 足立　真一 前島　正義 助野　大輔 小鹿　真澄 岡部　弘

（事務局：黒瀬麗子）

競技者育成部会 多田　聡哉 （U17.20男子）杉山　 岳 前田　明久 田村　俊樹 稲村　健吾

村木　淳一

（事務局：伏見喜一郎） （U17.20女子）高橋　一 野澤　明彦 小泉　友里 小川　健介

松田　雄樹 加納　伸治

（U14男子） 助野　大輔 （以下選考中）

（U14女子） 尾上　雅巳 （以下選考中）

国際交流委員会 小林　正 三浦　治光 谷野　成由 小野　康弘

（事務局：漆畑勝之） 渡瀬　義正

シニア委員会 長谷川裕巳 井本　啓子 村中裕紀子 大石　憲一 金原　ルミ 枝村　賢美

（事務局：漆畑勝之） 川﨑　正紀

レディース委員会 井本　啓子 片山さとみ 近藤　敦子 小山　里美

（事務局：黒瀬麗子） 金原　ルミ 松永智恵子

小学生委員会 渡瀬　義正 尾上　雅巳 碓井　由美子 岩田　 隆 深沢　利昭 助野　大輔 石川　英樹

（事務局：漆畑勝之） 濱田　友美 萩田　 貢 加藤    清 村松　直実

中学生委員会 小野 康弘 太田　賢 山本　文弥 安濃　勇太 鈴木　勇輝 中村　光作

（事務局：漆畑勝之） 佐野　清文 相澤　優太 御宿　翼 中野浩二郎 井上　教嗣

木下　亘 小野寺主寛 大畑　尚之 武田健太郎

前田　浩平 大倉佑太郎 町田　純一 秋田　大和

山縣　寛

芹澤　秀晃

高校生委員会 多田　聡哉 前田　明久

（事務局：漆畑勝之） 杉山　岳

野澤　明彦

指導基本規程普及委員会 小林　 正 助野　大輔 長谷川裕巳 渡瀬　義正

（事務局：漆畑勝之） 多田　聡哉 太田　賢 井本　啓子

指導基本規程違反 伊藤　公祐 渡邊　高秀 小山　里美 織　 喜大 近藤　敦子

　　救済申立処理委員会

（事務局：漆畑勝之）

事務局 事務局総括、会計・渉外・会員登録・技術等級　担当

総務・競技・審判・国際交流・シニア・小学生・中学生・高校生委員会

指導基本規定普及、違反救済処理　各委員会担当

副事務局長 伏見喜一郎 強化委員会・競技者育成部会　担当

副事務局長 黒瀬　麗子 広報（ホームページ）委員会・指導者育成部会・レディース委員会　担当

2019年度専門委員会委員
2019年4月6日

静岡県ソフトテニス連盟

委員長 副委員長 委　　　　　　員

競技者育成プログラム
　　　　　推進委員会

事務局長 漆畑　勝之

原　雅幸

神谷　裕治

山縣　寛

芹澤　秀晃


