
静岡県ソフトテニス連盟役員名簿 令和３，４年度
役職名 支部 氏名 役職名 支部 氏名
会⾧ 静岡市 落合 敏男 理事 静岡市 ⾧島 可並
副会⾧ 沼津 篠崎 順彦 理事 静岡市 川島 俊昭
副会⾧ 静岡市 市川 博 理事 静岡市 山下 悟志
副会⾧ 浜松市 市川 広邦 理事 静岡市 永田 優介
副会⾧ 高体連 足立 真一 理事 浜松市 佐野 邦明
副会⾧ 中体連 小野 康弘 理事 浜松市 生熊 典男
副会⾧ 小学生 坪井 正信 理事 沼津 世古 益朗
副会⾧ レディース 近藤 敦子 理事 沼津 岡本 大輔
理事⾧ 静岡市 小林 正 理事 三島 石川 正紀
副理事⾧ 富士宮 助野 大輔 理事 三島 前田 展明
副理事⾧ 静岡市 伊藤 公祐 理事 富士 植松 雅弥
副理事⾧ 静岡市 大石 幸男 理事 富士 東山 貴洋
副理事⾧ 浜松市 ⾧谷川 裕巳 理事 富士宮 石川 英樹
副理事⾧ 高体連 多田 聡哉 理事 富士宮 塩川 真之
副理事⾧ 中体連 太田 賢 理事 島田市 石川 由江
副理事⾧ 小学生 渡瀬 義正 理事 藤枝市 大賀 克彦
副理事⾧ レディース 井本 啓子 理事 掛川小笠 中山 倫成
事務局⾧ 静岡市 漆畑 勝之 理事 焼津市 渡部 昭五郎
副事務局⾧ 静岡市 伏見 喜一郎 理事 浜北 河合 一広
副事務局⾧ 静岡市 黒瀬 麗子 理事 湖北 井口 明基
監事 藤枝市 鈴木 宏美 理事 榛南 増田 薫
監事 富士 杉山 登子 理事 東豆 片山 敬良
監事 掛川小笠 栗山 桂 理事 南豆 萩原 誠
常任理事 静岡市 伊藤 均 理事 磐田市 田中 文博
常任理事 静岡市 前島 正義 理事 高体連 杉山 岳
常任理事 静岡市 蛯谷 敬信 理事 高体連 前田 明久
常任理事 静岡市 志村 保明 理事 中体連 山本 敬介
常任理事 静岡市 山本 祐輔 理事 中体連 武田 健太郎
常任理事 静岡市 川﨑 正紀 理事 小学生 碓井 由美子
常任理事 浜松市 金原 ルミ 理事 小学生 深沢 利昭
常任理事 浜松市 枝村 賢美 理事 レディース 松永 智恵子
常任理事 浜松市 中島 通晴 理事 レディース 小山 里美
常任理事 沼津 村中 裕紀子 理事 シニア会 大滝 武
常任理事 三島 奥村 大造
常任理事 富士 勝又 優紀
常任理事 富士宮 青島 啓二
常任理事 島田市 飯田 茂男
常任理事 藤枝市 仲田 廣志
常任理事 掛川小笠 霜垣 正貴
常任理事 焼津市 久保田 悦二
常任理事 浜北 西野 浩市
常任理事 湖北 内山 雅弘
常任理事 榛南 鈴木 一弘 顧問 浜松市 鷲頭 典利
常任理事 東豆 大貫 知久 顧問 富士 遠藤 幸司
常任理事 南豆 臼井 泰 顧問 静岡市 増田 宜夫
常任理事 磐田市 古山 登章 顧問 静岡市 沼本 脩
常任理事 高体連 野澤 明彦 顧問 レディース 市川 雅子
常任理事 中体連 芹澤 秀晃 顧問 静岡市 岩本 義久
常任理事 小学生 濱田 友美 顧問 富士宮 佐野 正和
常任理事 レディース 片山 さとみ 顧問 掛川小笠 榛葉 正志
常任理事 シニア会 大石 憲一 顧問 静岡市 鈴木 敏幸



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 大石 幸男 渡瀬 義正 太田 賢 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 溝上 雄一郎 山本 祐輔
（事務局：伏見喜一郎） 蛯谷 敬信 （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） 定保 良 芹澤 秀晃 高橋 允 山本 敬介
（小学生） 深沢 利昭 上原 克也 村松 直実

審判・技術等級委員会 漆畑 勝之 村中 裕紀子 濱田 友美 山本 祐輔 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
定保 良
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
（事務局：黒瀬麗子）

（部会⾧） （副部会⾧）

指導者育成部会 足立 真一 助野 大輔 小鹿 真澄 岡部 弘 黒瀬 麗子

競技者育成部会 （部会⾧） （U17.20男子）杉山  岳 前田 明久 田村 俊樹 稲村 健吾
多田 聡哉 原 雅幸 村木 淳一

（事務局：伏見喜一郎） （U17.20女子）小川 健介 野澤 明彦 小泉 友里 小川 健介
神谷 裕治 松田 雄樹 加納 伸治 田中 茂樹

（副部会⾧） （U14男子） 選考中
山本 敬介 H

上原 克也
（U14女子） 選考中
H 

村松 直実
シニア委員会 ⾧谷川 裕巳 大石 憲一 村中 裕紀子 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 小山 里美 金原 ルミ 松永智恵子
（事務局：黒瀬麗子）
小学生委員会 渡瀬 義正 助野 大輔 碓井 由美子 岩田  隆 深沢 利昭 鈴木 努 石川 英樹

濱田 友美 萩田  貢 加藤    清 村松 直実 上原 克也
（事務局：漆畑勝之） 西本 和男
中学生委員会 小野 康弘 太田 賢 山本 敬介 定保 良
（事務局：漆畑勝之） 芹澤 秀晃 山本 文弥 岩崎 哲也 道端 由妃 勝呂 栄一

武田 健太郎 田中 匠 岩瀬 竜 御宿 翼 森 修平 土屋 歩輝
大倉 佑太郎 小野寺 主寛 浦田 智之 川中 瑞貴 栗原 祥 中谷 悠紀

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 大石 幸男 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 事務局⾧ 漆畑 勝之 事務局総括、会計・渉外・会員登録 担当
総務・競技・審判技術等級・シニア・小学生・中学生・高校生・
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

競技者育成プログラム

     推進委員会
小林 正

令和３・４年度専門委員会委員
2021年4月7日

静岡県ソフトテニス連盟

委員⾧ 副委員⾧ 委      員


