
会 長 北村　桂一 松本蟻ケ崎 (校長)

原　　良通 長野 (校長) 会長指名副会長 斉藤　則章 伊那北 (校長) 南信高体連会長

松村　秀寿 松代 (校長) 北信高体連会長 丸山　英男 明科 (校長) 中信高体連会長

寺島　克彦 小諸 (校長) 東信高体連会長

嘉部　義久 更級農業 (校長) (北信) 田中　  昇 東海大諏訪 (校長) (南信)

池田　義則 須坂東 (校長) (北信) 駒瀬　　隆 伊那弥生ヶ丘 (校長) (南信)

田中　　浩 長野東 (校長) (北信) 小金　典子 松川 (校長) (南信)

宮尾　淳矢 長野工業 (北信) 北澤　　悠 辰野 (南信)

小山　智之 長野商業 (北信) 横打　史雄 岡谷東 (南信)

土屋　茂夫 小海 (校長) (東信) 小林　武広 池田工業 (校長) (中信)

長田　芳子 野沢南 (校長) (東信) 上條　　隆 松商学園 (校長) (中信)

箕輪　健二 野沢北 (東信) 西澤　佳志 松本深志 (中信)

若林　康彦 上田 (東信) 傅刀　正義 明科 (中信)

佐藤　一郎 上田東 (東信) 伊藤　尚美 田川 (中信)

理 事 長 武居　正憲 長野 理事長

久保田　武 松代 原　　正彦 伊那北

関口　正浩 小諸 島﨑　貴史 松本蟻ケ崎

白鳥　憲之 長野工業 (北信) 田中　　隆 伊那弥生ヶ丘 (南信)

理 事 内山　和弘 長野工業 (北信) 金子　俊夫 松川 (南信)

（地区選出） 北村　洋章 上田千曲 (東信) 圓山　正明 松本筑摩 (中信)

金子　京子 岩村田 (東信) 内藤　宏和 都市大塩尻 (中信)

細田　健司 上田千曲 秋山　兼範 白馬

土屋  智子 丸子修学館 池迫　一行 赤穂

榛葉　　亨 南安曇農業 井出　真一 上田西

轟　　秀夫 伊那弥生ヶ丘 守矢　秀明 諏訪清陵

赤塩　　仁 長野吉田 金井　洋貴 松商学園

立川　　正 長野南 若狭　信次 松本工業

宮坂　俊樹 岡谷工業 大野　寛務 箕輪進修

理 事 上原　一人 野沢北 川上　　良 須坂

伊東　摩耶 下諏訪向陽 山口　　功 赤穂

(専門部選出） 千村　正純 長野吉田 木下　俊英 阿智

藤澤　直方 市立長野 小野山　浩 丸子修学館

佐治木範行 長野東 若月　匡史 上田西

田玉　雅美 松本蟻ケ崎 金澤　大典 松本県ケ丘

尾羽林英樹 更級農業 武江　　一 池田工業

中山　光康 飯田 馬場　一也 東海大諏訪

内山　博幸 須坂 (水泳) 北澤　大輔 松本筑摩 (定通)

塩入　孝一 松本深志 伊藤　秀幸 松本工業

笠井　道也 長野 清水　未来 上伊那農業

市川　英彦 小海

岩田　　学 篠ノ井 佐藤　純也 蓼科

北野　　亨 岡谷東 青木　修一 穂高商業

平成３０年度　長野県高等学校体育連盟役員表

副 会 長

評 議 員

副理事長
(北信理事長) (南信理事長)

(東信理事長) (中信理事長)

(陸上競技) (スキ－)

(柔道) (登山)

(剣道) (レスリング)

(ソフトテニス) (ボート)

(テニス) (ウエイトリフティング)

(バスケットボール) (自転車)

(バレーボール) (フェンシング)

(ハンドボール) (ヨット)

(ソフトボール) (ホッケー)

(卓球) (空手道)

(バドミントン) (ボクシング)

(体操) (アーチェリー)

(新体操) (なぎなた)

(相撲) (カヌー)

(弓道) (少林寺拳法）

(サッカー) (調査研究)

(ラグビ－フットボ－ル) (広報委員会)

(スケート)

監 事
(校長) (校長)

(校長) (校長)



小林　伸広 松代 上原　秀生 小諸

吉澤　国将 伊那北 大谷　雅亮 松本蟻ケ崎

松本　昌子 藤田　和子

委員長 武居　正憲 長野 (理事長) 上原　秀生 小諸

副委員長 原　　正彦 伊那北 (副理事長) 大谷　雅亮 松本蟻ケ崎

小林　伸広 松代 (事務局長) 松本　昌子

吉澤　国将 伊那北 (事務局長) 藤田　和子

委員長 伊藤　秀幸 松本工業 (中信) 金子　純也 赤穂

若林　久人 坂城 (北信) 西澤　佳志 松本深志

酒井　拓也 軽井沢 (東信) 原　　正彦 伊那北

掛川　萌花 伊那北 (南信) 関口　正浩 小諸

委員長 清水　未来 上伊那農業 (南信) 中村　光希 ＯＩＤＥ長姫 (南信)

坂巻　裕史 長野吉田 (北信) 三ツ井 伸一 田川 (中信)

峯村　幸太 長野工業 (北信) 小泉　智生 松本蟻ケ崎 (中信)

林　　幸作 上田染谷丘 (東信) 武居　正憲 長野 (理事長)

原田　俊介 東御清翔 (東信) 藤田　和子

委員長 武居　正憲 (理事長）

松本　昌子 藤田　和子

委員長 北村　桂一 (会長） 原　　良通

武居　正憲 (理事長）久保田　武 (副理事長） 藤田　和子

武居　正憲 (理事長）

武居　正憲 (理事長）

副会長 北村　桂一 (会長）

理　事 武居　正憲 (理事長）

理　事 島﨑　貴史 (副理事長）

副会長 北村　桂一 (会長）

理　事 武居　正憲 (理事長）

武居　正憲 (理事長）

久保田　武 (副理事長）

幹 事

(公財）長野県体育協会
総務専門委員

競技力向上専門委員   

(県事務局幹事) (県事務局幹事)

表 彰
委 員 会

(事務局長)

(事務局長)

(県事務局幹事)

(県事務局幹事)

北信越高等学校体育連盟

(県)

(県)

(副理事長)

指 導
委 員 会

(会長指名副会長）

(県事務局幹事）

(公財)全国高等学校体育連盟

調査研究
委 員 会

(副理事長)

冬季総体検討プロジェクト委員

広 報
委 員 会

(県事務局幹事)

傷病見舞
金審査会 (県事務局幹事） (県事務局幹事）

総体検討委員会


