
昭和30年度 昭和31年度 昭和32年度 昭和33年度 昭和34年度 昭和35年度 昭和36年度 昭和37年度 昭和 38年度 昭和39年度 昭和40年度 昭和41年度 昭和42年度 昭和43年度 昭和44年度 昭和 45年度 昭和46年度

名誉会長 原田 国夫 名誉会長 原田 国夫

会 長 原田 国夫 原田 国夫 原田 国夫 井場 琢蔵 井場 琢蔵 井場 琢蔵 志賀 章雄 志賀 章雄 志賀 章雄 志賀 章雄 志賀 章雄 会 長 志賀 章雄 大武 重雄 大武 重雄 大武 重雄 大武 重雄 大武 重雄
粟野 茂

鈴木鉄太郎 土谷 虎蔵 鈴木鉄太郎 多勢藤四郎 小野寺 忠 小野寺 忠 日向 直基 色摩 修 日向 直基 日向 直基 後藤 富蔵 原田 俊平
副 会 長 有江 武 有江 武 色摩 修 笹 喜四郎 中村 武夫 多勢藤四郎 松井元次郎 斎藤勘兵エ 松井元次郎 荒井 俊夫 副 会 長 笹 喜四郎 石川 清秀 会報が作成されていないため、記録なし

鈴木 真良 星川 清吉 大類彌一郎 進藤 繁 大類弥一郎 記載なし 粟野 茂 粟野 茂 粟野 茂 粟野 茂 粟野 茂 粟野 茂 荒井 俊夫
小出 茂 安藤 新一 安藤 新一 黒江 三郎 黒江 三郎 斎藤勘兵エ 鈴木 雄二 大滝 健治 原田 俊平 鈴木 雄二 下田 功 小杉 寿

米 沢 色摩 修 色摩 修 色摩 修 色摩 修 色摩 修 色摩 修 色摩 修 色摩 修 色摩 修 色摩 修 米 沢 後藤 富蔵 後藤 富蔵
浜田芳太郎 浜田芳太郎 浜田芳太郎 浜田芳太郎 浜田芳太郎 早川 正 早川 正 早川 正 早川 正 早川 正 早川 正 早川 正

東置賜 横山 吉蔵 高橋 邦夫 高橋 邦夫 安部 健一 安部 健一 大島 男 多勢藤四郎 多勢藤四郎 原田 俊平 原田 俊平 東置賜 原田 俊平 原田 俊平
片倉 静雄 藤一郎 大高 典孝 大高 典孝 大高 典孝 大高 典孝 大高 典孝 横山 吉蔵 横山 吉蔵 横山 吉蔵 横山 吉蔵 平間 豊一酒井原

評 評
西置賜 鈴木 忠一 鈴木 忠一 土谷 虎蔵 中村 武夫 中村 武夫 鈴木 雄二 鈴木 雄二 鈴木 雄二 鈴木 雄二 鈴木 雄二 西置賜 竹田和喜太 竹田和喜太

青木 一 青木 一 堀越 軍吉 堀越 軍吉 堀越 軍吉 堀越 軍吉 堀越 軍吉 酒井 健一 酒井 健一 酒井 健一 酒井 健一 酒井 健一

上 山 朝倉 健治 朝倉 健治 朝倉 健治 菊地 五郎 菊地 五郎 菊地 五郎 荒川 清 荒川 清 荒川 清 寒河江貞吉 上 山 寒河江貞吉 寒河江貞吉
森 政美 森 政美 森 政美 森 政美 森 政美 森 政美 森 政美 森 政美 小関 芳栄 小関 芳栄 小関 芳栄 小関 芳栄

議 山 形 鈴木 真良 安藤 新一 安藤 新一 黒江 三郎 黒江 三郎 稲村鉄三郎 粟野 茂 粟野 茂 粟野 茂 粟野 茂 議 山 形 粟野 茂 鈴木 正
佐藤 亀吉 横倉 長吉 横倉 長吉 佐藤 亀吉 佐藤 亀吉 舟越 順悦 舟越 順悦 舟越 順悦 舟越 順悦 舟越 順悦 石川 清秀

東村山 兼子 邦吉 多田 貞夫 伊藤栄治郎 伊藤栄治郎 伊藤栄治郎 阿部岩太郎 安藤 総吉 横山 長吉 横倉 長吉 結城 功 東村山 安藤 総吉 安藤 総吉
奥山 権司 奥山 権司 奥山 権司 奥山 権司 今野 恒夫 明日 儀一 大内 常蔵 大内 常蔵 大内 常蔵 大内 常蔵 佐藤 益雄 佐藤 益雄

西村山 今田 信一 今田 信一 今田 信一 今田 信一 渋谷 順蔵 今井 幸雄 今井 幸雄 今井 幸雄 大泉 栄一 大泉 栄一 西村山 大泉 栄一 八矢 金治
員 高津栄一郎 高津栄一郎 高津栄一郎 高津栄一郎 高津栄一郎 高津栄一郎 高津栄一郎 高津栄一郎 高津栄一郎 高津栄一郎 員 高津栄一郎 今井 幸雄

北村山 大類彌一郎 大類彌一郎 大類彌一郎 大類彌一郎 大類弥一郎 中里 松蔵 斎藤勘兵エ 斎藤勘兵エ 斎藤勘兵エ 荒井 俊夫 北村山 荒井 俊夫 荒井 俊夫
太田 貢 太田 俊夫 太田 俊雄 太田 敏雄 斎藤勘兵衛 阿相 孫八 阿相 孫八 鈴木 良一 大沼 正宏 平 三郎 高嶋 清秀 高嶋 清秀

最 上 有江 武 中村 正明 笹 喜四郎 笹 喜四郎 佐藤 忠良 真柄 敬一 真柄 敬一 大石 忠 大石 忠 大石 忠 新 庄 笹 喜四郎 笹 喜四郎
沼沢 治男 沼沢 治男 沼沢 治男 佐藤 忠良 松井元次郎 佐藤 忠良 佐藤 忠良 佐藤 忠良 佐藤 忠良 星川 幸男 星川 幸男

星川 幸男 星川 幸男
松井元次郎 笹 喜四郎 最 上 福井 亨 福井 亨

大山 忠 大石 忠

田 川 杉本 金三 杉本 金三 杉本 金三 田沢 慶昌 田沢 慶昌 大川 義一 大川 義一 大川 義一 阿部 一郎 本多 七郎 東田川 阿部 光 日野 敬二
前田 光俊 前田 光俊 前田 光俊 前田 光俊 前田 光俊 中島 孝憲 下田 功 下田 功 下田 功 下田 功 吉田 繁記 吉田 繁記
斎藤 吉郎 斎藤 吉郎 斎藤 吉郎 斎藤 吉郎 斎藤 吉郎 佐藤 菊磨 佐藤 菊磨 佐藤 菊磨 森 徳吉 鈴木 恭介
佐藤 菊磨 小野寺 忠 小野寺 忠 小野寺 忠 小野寺 忠 小野寺 忠 小野寺 忠 嶋屋彌三郎 富樫 茂八 大滝 健治 西田川 鈴木 恭介 鈴木 恭介
鈴木鉄太郎 鈴木鉄太郎 鈴木鉄太郎 鈴木鉄太郎 鈴木鉄太郎 鈴木鉄太郎 大滝 健治 鋼太郎 鈴木 恭介 大滝 健治 大滝 健治加賀山
鳥谷弥三郎 鳥谷彌三郎 大滝 健治 大滝 健治 大滝 健治 大滝 健治 大滝 健治 大滝 健治

鶴 岡 本多 七郎 本多 七郎
下田 功 小杉 寿雄

飽 海 星川 清吉 星川 清吉 星川 清吉 進藤 繁 進藤 繁 進藤 繁 日向 直基 日向 直基 日向 直基 日向 直基 日向 直基 酒 田 日向 直基 日向 直基 二木 榮三 二木 榮三 二木 榮三 三浦 光也
佐藤 弘 佐藤 弘 大内正十四 佐藤 弘 佐藤 弘 佐藤 弘 斎藤 清一 斎藤 清一 斎藤 清一 斎藤 清一 斎藤 清一 斎藤 清一 斎藤 清一 佐藤鎌治郎 三浦 光也 三浦 光也 佐藤鎌治郎
富樫 治夫 富樫 治夫 富樫 治夫 小澤 守 小澤 守 小澤 守 小澤 守 小澤 守 小澤 守 渋谷 和夫 菅原 徳三
小澤 守 小澤 守 小澤 守 渋谷 英二 高梨 仲治 高梨 仲治 高梨 仲治 渋谷 和夫 渋谷 和夫 菅原 徳三 池田 充雄 飽 海 池田 充雄 菅原 伝作 須田新太郎 須田新太郎 阿部 治雄 （統 合)

(報告あり) 菅原 徳三 阿部 勇 菅原 伝作 木山 勉 高橋 千春

理 事 長 芳治郎 芳治郎 芳治郎 芳治郎 芳治郎 佐藤 亀吉 佐藤 亀吉 佐藤 亀吉 秋葉幸次郎 横山新一郎 理 事 長 横山新一郎 横山新一郎 横山新一郎 横山新一郎 横山新一郎 横山新一郎長谷川 長谷川 長谷川 長谷川 長谷川

米 沢 太田 玄一 堀 武雄 堀 武雄 堀 武雄 堀 武雄 加藤 リウ 加藤 りう 加藤 りう 加藤 りう 加藤 りう 米 沢 加藤 りう 加藤 りう

東置賜 伊藤 実 横山 吉蔵 横山 吉蔵 横山 吉蔵 平間 豊一 横山 吉蔵 横山 吉蔵 桜井 宏 金子 雅夫 金子 雅夫 東置賜 金子 雅夫 鈴木 仁

西置賜 土谷 虎蔵 土谷 虎蔵 青木 一 佐藤正三郎 佐藤正三郎 佐藤正三郎 佐藤正三郎 佐藤正三郎 佐藤正三郎 佐藤正三郎 西置賜 佐藤正三郎 松木 辰雄

上 山 尾上 七郎 尾上 七郎 尾上 七郎 岩田 忠平 岩田 忠平 寒河江貞吉 寒河江貞吉 寒河江貞吉 寒河江貞吉 荒井 清 上 山 荒井 清 荒井 清

山 形 伊豆田敏夫 横山新一郎 横山新一郎 西尾 雄吉 西尾 雄吉 西尾 雄吉 西尾 雄吉 横山新一郎 横山新一郎 阿部 貞一 山 形 阿部 貞一 荻野 光良
藤井 馨 藤井 馨
横山新一郎 横山新一郎 東村山 結城 功 結城 功

栗原 貞夫 横倉 長吉 塚崎 隆 武田 慎吉
尾上 七郎 尾上 七郎 鈴木 義夫 西村山 松木 広

地 地
東村山 阿部 貞一 阿部 貞一 阿部 貞一 阿部 貞一 佐藤小太郎 横倉 長吉 結城 功 結城 功 佐藤 益雄 北村山 寺崎 利蔵 寺崎 利蔵

西村山 菊地 円吉 菊地 丹治 菊地 丹治 菊地 丹治 菊地 丹治 松木 広雄 松木 広雄 松木 広雄 松木 広雄 松木 広雄 新 庄 鈴木 勝
鎌田 恒夫

区 北村山 斎藤 一雄 斎藤 一雄 阿部 正敏 阿部 正敏 阿部 正敏 阿部 正敏 半沢 松雄 半沢 松雄 半沢 松雄 半沢 松雄 区 最 上 鎌田 恒夫

最 上 小松 了一 小松 了一 小松 了一 小松 了一 鈴木 勝 鈴木 勝 鈴木 勝 鈴木 勝 鈴木 勝 鎌田 恒夫 東田川 渡部 武光 菊地喜代一

田 川 吉田 繁記 吉田 繁記 吉田 繁記 吉田 繁記 吉田 繁記 吉田 繁記 吉田 繁記 吉田 繁記 安野 健作 安野 健作 西田川 佐藤 仁一 石塚 薫
理 鈴木 篤宗 鈴木 篤宗 鈴木 篤宗 佐藤 政治 佐藤 政治 佐藤 政治 佐藤 政治 佐藤 政治 佐藤 政治 佐藤 政治 理

蛸井 正孝 蛸井 正孝 阿部 民彌 阿部 民彌 阿部 民彌 阿部 民彌 阿部 民彌 阿部 民彌 佐藤 仁一 佐藤 仁一 鶴 岡 安野 健作 安野 健作

飽 海 大内正十四 大倉 博 大倉 博 渡部 茂 木村勇次郎 渡部 茂 佐藤 弘 佐藤 弘 佐藤 弘 佐藤 弘 山田 眞次 酒 田 山田 眞次 山田 眞次 木村勇次郎 阿部 茂
渋谷 英二 木村勇次郎 渋谷 英二 高梨 仲治 渡部 茂 木村勇次郎 木村勇次郎 木村勇次郎 木村勇次郎 菅原 正義 伊藤 昌光

事 事 飽 海 北川 征紀 北川 征紀 北川 征紀 北川 征紀 北川 征紀 （統 合)

県教委 米田 満 米田 満 米田 満 米田 満 米田 満 秋葉幸次郎 秋葉幸次郎 秋葉幸次郎 林 昭二 県教委 林 昭二 林 昭二
岩田 栄蔵 岩田 栄蔵 秋葉幸次郎 秋葉幸次郎 秋葉幸次郎

東南村山教育 東南村山教育小松 幸雄 小松 幸雄 小松 幸雄 小松 幸雄 小松 幸雄 小松 幸雄 小松 幸雄 小松 幸雄 伊藤 良平 伊藤 良平
事務所 事務所

寺内 明 寺内 明 寺内 明 寺内 明 寺内 明 芳次郎 芳次郎 松田 源恵 松田 源恵 松田 源恵 松田 源恵 松田 源恵山形市教委 長谷川 長谷川 山形市教委

西尾 雄吉 西尾 雄吉 西尾 雄吉 横倉 長吉 横倉 長吉 岩松 武志 藤井 馨 藤井 馨 藤井 馨 藤井 馨
（山二中） （山二中） （山二中） （山五中） （山五中） （山三中） （西山形） （西山形） （西山形） （西山形）

佐藤 亀吉 横山新一郎 横山新一郎
（山三中） （山六中） （山六中）

栗原 貞雄
（山二中）

事務局 林 昭二 林 昭二 横山新一郎 藤井 馨 藤井 馨 藤井 馨 藤井 馨 藤井 馨 事務局 藤井 馨 藤井 馨 佐藤小太郎 佐藤小太郎 佐藤小太郎 佐藤小太郎長谷川芳治郎・林昭二 横山新一郎・後藤英二

推薦理事 推薦理事

平
1

事務局員 事務局員
３



昭和47年度 昭和48年度 昭和49年度 昭和50年度 昭和51年度 昭和52年度 昭和53年度 昭和54年度 昭和 55年度 昭和56年度 昭和57年度 昭和58年度 昭和59年度 昭和60年度 昭和61年度 昭和 62年度 昭和63年度
月

会 長 石川 清秀 芳次郎 芳次郎 芳次郎 高橋 善治 高橋 善治 下園 尚人 下園 尚人 下園 尚人 横山新一郎 横山新一郎 横山新一郎 会 長 小関 玄治 林 昭二 林 昭二 林 昭二 鈴木 千年 ４長谷川 長谷川 長谷川
日

高橋 正 山水 真作 酒井 健一 中沢 文雄 栗原 秀峰 酒井 健一 中沢 文雄 栗原 秀峰 布施 孫次 斎藤 勉 遠藤 忠志 穂苅 純一 堤 清 島津 正義 穂苅 純一 高橋 忠藏 髙橋 忠藏
副 会 長 福井 亨 笹原茂兵衛 福井 亨 笹原茂兵衛 藤江 俊道 藤江 俊道 小松 幸雄 峰田 恒次 朝倉 高文 朝倉 高文 山中 仁一 大泉 栄一 副 会 長 大泉 栄一 大泉 栄一 大泉 栄一 小関 文助 小関 文助

三浦 光也 三浦 光也 吉田 繁記 奥山 嘉敏 五十嵐一男 五十嵐一男 芦野市太郎 芦野市太郎 長沢 豊 須藤新一郎 須藤新一郎 泉 邦夫 阿部 長吉 阿部 長吉 阿部 長吉 栗田 茂 鎌田 庄蔵 現
佐藤 亀吉 佐藤 亀吉 佐藤 亀吉 安野 悌次 阿部 民弥 畠中 善吉 畠中 善吉 畠中 善吉 梅木 経義 池田 宗機 蛸井 正孝 玉崎 省三 阿部 堤 阿部 堤 阿部 堤 佐藤 達 今野富之助 在

米 沢 高橋 正 藤谷孝太郎 中沢 文雄 中沢 文雄 中沢 文雄 中沢 文雄 中沢 文雄 中沢 文雄 鈴木仙太郎 堤 清 堤 清 堤 清 米 沢 堤 清 高橋 寅雄 高橋 寅雄 高橋 忠藏 髙橋 忠藏
水野健三郎 水野健三郎 水野健三郎 斎藤 勉 広瀬 真作 斎藤 勉 斎藤 勉 斎藤 勉 斎藤 勉 斎藤 勉 斎藤 勉 鈴木 重雄 皆川 藤馬 皆川 藤馬 皆川 藤馬 森 一男 森 一男

東置賜 山水 真作 山水 真作 五十嵐貞夫 栗原 秀峰 栗原 秀峰 栗原 秀峰 栗原 秀峰 栗原 秀峰 栗原 秀峰 島津 辰雄 遠藤 忠志 須貝 重徳 東置賜 須貝 重徳 島津 正義 島津 正義 高橋 徳弥 髙橋 徳弥
高橋 盛治 高橋 盛治 鎌田 秀雄 鎌田 秀雄 鎌田 秀雄 鎌田 秀雄 鎌田 秀雄 鎌田 秀雄 鎌田 秀雄 鎌田 秀雄 須貝 重徳 船山 辰吉 島津 正義 鈴木 仁 鈴木 仁 佐藤 通雄 武田 一雄

評 評
西置賜 守谷 辰雄 守谷 辰雄 鈴木 松市 鈴木 松市 竹田市太郎 竹田市太郎 竹田市太郎 布施 孫次 布施 孫次 穂苅 純一 穂苅 純一 穂苅 純一 西置賜 穂苅 純一 穂苅 純一 穂苅 純一 穂苅 純一 穂苅 純一

酒井 健一 酒井 健一 酒井 健一 酒井 健一 酒井 健一 酒井 健一 酒井 健一 田林 哲雄 田林 哲雄 横山 賢治 横山 賢治 竹田友太郎 鈴木 泰助 鈴木 泰助 鈴木 泰助 安部 昭二 時田 進

上 山 鈴木 重夫 鈴木景太郎 鈴木景太郎 小松 幸雄 小松 幸雄 小松 幸雄 小松 幸雄 菊地 清助 斎藤 惇 斎藤 惇 斎藤 惇 木村 甲佑 上 山 木村 甲佑 木村 甲佑 木村 甲祐 長岡 和夫 長岡 和夫
長岡 和夫 佐藤 登 佐藤 登 大竹宗五郎 大竹宗五郎 大竹宗五郎 大竹宗五郎 奈良崎辰雄 奈良崎辰雄 木村 甲佑 木村 甲佑 蔦谷 栄三 後藤 幸雄 後藤 幸雄 後藤 幸雄 吉野 智雄 神保 暢

議 議
山 形 佐藤 亀吉 佐藤 亀吉 佐藤 亀吉 高橋 善治 横尾 貞吉 稲村 誠 稲村 誠 稲村 誠 朝倉 高文 朝倉 高文 山中 仁一 山中 仁一 山 形 佐藤 吉弥 佐藤 吉弥 佐藤 吉弥 小関 文助 小関 文助

芳次郎 高橋 善治 高橋 善治 横尾 貞吉 藤江 俊道 藤江 俊道 小笠原康夫 小笠原康夫 小笠原康夫 加藤 貞則 長谷川 巌 (長谷川巌) 遠藤 重雄 遠藤 重雄 遠藤 重雄 三沢 清美 三澤 清美長谷川

東村山 高橋 善治 稲村 誠 稲村 誠 稲村 誠 稲村 誠 峰田 恒次 峰田 恒次 峰田 恒次 鈴木 徹 鈴木 徹 鈴木 徹 鈴木 徹 東村山 鈴木 徹 斎藤 忠男 齋藤 忠男 石澤 傳吉 石澤 傳吉
結城 功 花輪幸一郎 花輪幸一郎 佐竹 好三 佐竹 好三 横尾 貞吉 横尾 貞吉 横尾 貞吉 横尾 貞吉 横尾 貞吉 斎藤 忠男 斎藤 忠男 斎藤 忠男 工藤 貞雄 工藤 貞雄 工藤 貞雄 工藤 貞雄

員 西村山 真木 満雄 多田 徳男 奥山 嘉敏 奥山 嘉敏 奥山 嘉敏 児玉 孝 原田 了一 原田 了一 槙 清哉 兼子 正典 兼子 正典 大泉 栄一 員 西村山 大泉 栄一 大泉 栄一 大泉 栄一 和田憲太郎 和田憲太郎
大泉 栄一 大泉 栄一 大泉 栄一 大泉 栄一 大泉 栄一 大泉 栄一 大泉 栄一 和田憲太郎 和田憲太郎 和田憲太郎 菊地 丹治 菊地 丹治 秋葉 三郎 和田憲太郎 和田憲太郎 安達 正範 安達 正範

北村山 笹原茂兵衛 笹原茂兵衛 笹原茂兵衛 笹原茂兵衛 芦野市太郎 芦野市太郎 芦野市太郎 芦野市太郎 伊藤 正男 伊藤 正男 伊藤 正男 阿部 長吉 北村山 阿部 長吉 阿部 長吉 阿部 長吉 寺崎 利蔵 鈴木 三郎
寺崎 利蔵 寺崎 利蔵 斎藤 一男 斎藤 一雄 斎藤 一雄 斎藤 一雄 斎藤 一雄 斎藤 一雄 須藤新一郎 須藤新一郎 須藤新一郎 森 鼎司 高嶋 清秀 山口 豊治 山口 豊治 鈴木 三郎 後藤 亮介

最 上 福井 亨 福井 亨 福井 亨 福井 亨 五十嵐一男 五十嵐一男 大泉 潤治 三原 悦男 三原 悦男 泉 邦夫 泉 邦夫 泉 邦夫 最 上 上村 隆一 上村 隆一 上村 隆一 栗田 茂 鎌田 庄蔵
五十嵐一男 佐藤 忠良 星川 幸男 星川 幸男 星川 幸男 星川 幸男 木島 富雄 木島 富雄 木島 富雄 木島 富雄 木島 富雄 栗田 茂 栗田 茂 栗田 茂 栗田 茂 三井 和夫 鈴木 勝
樋口 義夫 星川 発 星川 発 星川 発 星川 発 長沢 豊 長沢 豊 長沢 豊 長沢 豊 栗田 茂 栗田 茂 木島 富雄 三原 悦男 三原 悦男 三井 和夫 鎌田 庄蔵 武田 史夫

長沢 豊

田 川 吉田 繁記 吉田 繁記 吉田 繁記 蛸井 正孝 蛸井 正孝 蛸井 正孝 蛸井 正孝 蛸井 正孝 蛸井 正孝 蛸井 正孝 蛸井 正孝 玉崎 省三 田 川 信夫 玄明 信夫 玄明 佐藤 達 佐藤 達 中野 豊孝
安野 悌次 安野 悌次 安野 悌次 安野 健作 安野 健作 安野 健作 信夫 玄明 日向 静雄 日向 静雄 玉崎 省三 玉崎 省三 信夫 玄明 佐藤 達 佐藤 達 中野 豊孝 中野 豊孝 水口 俊蔵
阿部 民弥 阿部 民弥 阿部 民弥 阿部 民弥 阿部 民弥 梅木 経義 梅木 経義 梅木 経義 梅木 経義 高力 一雄 信夫 玄明 佐藤 達 大江 忠夫 大江 忠夫 松田 博昭 水口 俊蔵 菅井 秀夫
田村 哲夫 田村 哲夫

飽 海 三浦 光也 三浦 光也 高梨 仲治 高梨 仲治 畠中 善吉 畠中 善吉 畠中 善吉 畠中 善吉 池田 宗機 池田 宗機 長崎 茂 長崎 茂 飽 海 阿部 堤 阿部 堤 阿部 堤 今野富之助 今野富之助
阿部 治雄 阿部 治雄 畠中 善吉 畠中 善吉 佐藤 信 木村紀一郎 木村紀一郎 木村紀一郎 長崎 茂 長崎 茂 阿部 是 佐藤 政治 日向 静雄 日向 静雄 今野富之助 梅津 慶治 梅津 慶治

高梨 仲治 佐藤 信 佐藤 信 芳賀 豊三 芳賀 豊三 阿蘇 勝郎 阿蘇 勝郎 佐藤 順治 佐藤 順治 佐藤 順治 日向 静雄 佐藤 政治 今野富之助 梅津 慶治 黒部 俊夫 佐藤 勉
佐藤鎌治郎 日向 静雄 佐藤 政治

理 事 長 栗原 清 栗原 清 栗原 清 塚崎 隆 塚崎 隆 塚崎 隆 塚崎 隆 塚崎 隆 塚崎 隆 塚崎 隆 塚崎 隆 塚崎 隆 理 事 長 舩山 景正 舩山 景正 舩山 景正 板垣 歳光 板垣 歳光

米 沢 森 一男 和久井道雄 和久井道雄 和久井道雄 和久井道雄 和久井道雄 和久井道雄 和久井道雄 佐藤 ちよ 佐藤 ちよ 山田 五雄 山田 五雄 米 沢 山田 五雄 山田 五雄 山田 五雄 工藤 修一 工藤 修一

東置賜 鈴木 仁 鈴木 仁 手塚 昌男 手塚 昌男 手塚 昌男 手塚 昌男 手塚 昌男 手塚 昌男 手塚 昌男 手塚 昌男 手塚 昌男 長谷川 剛 東置賜 長谷川 剛 長谷川 剛 横山 東士 横山 東士 鈴木 峯雄

西置賜 松木 辰雄 奥山 利夫 奥山 利夫 奥山 利夫 奥山 利夫 高谷 誠司 高谷 誠司 高谷 誠司 高谷 誠司 高谷 誠司 高谷 誠司 高谷 誠司 西置賜 高谷 誠司 高谷 誠司 高谷 誠司 加藤 弘二 加藤 弘二

地 上 山 今田 俊雄 今田 俊雄 多田 光夫 長岡 和夫 長岡 和夫 長岡 和夫 長岡 和夫 長岡 和夫 長岡 和夫 長岡 和夫 長岡 和夫 鈴木 隆重 地 上 山 鈴木 隆重 鈴木 隆重 鈴木 隆重 鈴木 隆重 鈴木 隆重

山 形 栗原 貞夫 栗原 貞夫 塚崎 隆 佐藤小太郎 栗原 武夫 栗原 武夫 栗原 武夫 栗原 武夫 栗原 武夫 多田 光男 多田 光男 舟越 善勝 山 形 舟越 善勝 舟越 善勝 舟越 善勝 長谷川博明 長谷川博明

区 東村山 青山 完明 舩山 景正 武田 功一 佐藤 益雄 佐藤 益雄 志済 光注 佐藤 圭司 佐藤 圭司 佐藤 圭司 佐藤 圭司 佐藤 圭司 佐藤 圭司 区 東村山 佐藤 圭司 高橋 仁 高橋 仁 渡辺 健 渡辺 健

西村山 草刈 正 佐藤 恒雄 草刈 正 草苅 正 草苅 正 草苅 正 佐藤 恒雄 佐藤 恒雄 犬飼 好吉 犬飼 好吉 犬飼 好吉 犬飼 好吉 西村山 犬飼 好吉 犬飼 好吉 犬飼 好吉 犬飼 好吉 犬飼 好吉

理 北村山 井沢 英三 井沢 英三 井沢 英三 井沢 英三 井沢 英三 井沢 英三 松田 正雄 松田 正夫 今田 賢一 今田 賢一 今田 賢一 今田 賢一 理 北村山 今田 賢一 今田 賢一 今田 賢一 横沢 清治 日塔 盛男

最 上 木島 富雄 木島 富雄 木島 富雄 木島 富雄 木島 富雄 木島 富雄 工藤 雪雄 三上 弘治 三上 弘治 三上 弘治 城水 義邦 荒木 勇 最 上 荒木 勇 荒木 勇 荒木 勇 荒木 勇 城水 義邦
鎌田 恒夫 鎌田 恒夫 鎌田 恒夫 鎌田 恒夫 早坂 一照 早坂 一照 早坂 一照 荒木 勇 荒木 勇 荒木 勇 荒木 勇 城水 義邦 城水 義邦 城水 義邦 城水 義邦 城水 義邦 福井 俊昭

事 事
田 川 安野 健作 佐藤 政治 佐藤 政治 佐藤 政治 佐藤 政治 佐藤 政治 大江 忠夫 大江 忠夫 大江 忠夫 渡辺 豊雄 渡辺 豊雄 渡辺 豊雄 田 川 大滝直之助 大滝 光信 大滝 光信 大滝 光信 大滝 光信

三浦 弘曹 佐藤 龍介 佐藤 竜介 佐藤 竜介 佐藤 龍介 佐藤 龍介 佐藤 龍介 佐藤 龍介 佐藤 竜介 大滝直之助 大滝直之助 大滝直之助 桜井 清三 桜井 清三 阿部 滋 阿部 滋 阿部 滋

飽 海 阿部 茂 阿部 茂 後藤 幹夫 後藤 幹夫 的場 聡 的場 聡 的場 聡 的場 聡 的場 聡 的場 聡 庄司多計男 庄司多計男 飽 海 庄司多計男 庄司多計男 後藤 幹夫 後藤 幹夫 後藤 幹夫
森淵 澄 斎藤 利雄 斎藤 利雄 佐藤 光子 佐藤 光子 佐藤 光子 田中 亮一 小林 光 小林 光 若林 佶 阿部 栄一 朝井 融 朝井 融 朝井 融 池田 浩 池田 浩

体 操 寺崎 利蔵 寺崎 利蔵 寺崎 利蔵 寺崎 利蔵 我妻 秀二 我妻 秀二 我妻 秀二 我妻 秀二 我妻 秀二 我妻 秀二 我妻 秀二 我妻 秀二 体 操 鈴木 千年 伊藤 昌光 鈴木 千年 鈴木 千年 会田 博
高橋 元子 高橋 元子 高橋 元子 原田ふみ子 原田ふみ子 原田ふみ子 原田ふみ子 原田ふみ子 原田ふみ子 原田ふみ子 太田 英一 太田 英一 太田 英一 原田ふみ子 原田ふみ子

種
庭 球 大場不二雄 大場不二雄 大場不二雄 大場不二雄 大場不二雄 大場不二雄 大場不二雄 大場不二雄 渡辺 恒 渡辺 恒 柴田 正夫 柴田 正夫 庭 球 岩松 武志 前田 宏 土屋 隆義 寒河江二郎 大場不二雄

柴田 正夫 柴田 正夫 佐藤 邦夫 佐藤 邦夫 佐藤 邦夫

卓 球 高柳 健一 高柳 健一 高柳 健一 高柳 健一 高柳 健一 高柳 健一 高柳 健一 高柳 健一 三條 米吉 三條 米吉 黒坂 浩一 黒坂 浩一 目 卓 球 仲沢 宗輔 樋渡 浩 遠藤 重雄 星川日出馬 星川日出馬
那須 健一 酒井 進洋 酒井 進洋 酒井 進洋 布川 雄二

種
ﾊﾞｽｹｯﾄ 武田 慎吉 板垣 歳光 板垣 歳光 板垣 歳光 板垣 歳光 板垣 歳光 遠藤 博義 遠藤 博義 遠藤 博義 遠藤 博義 遠藤 博義 遠藤 博義 ﾊﾞｽｹｯﾄ 後藤 幸雄 村田 悌輔 後藤 幸雄 長岡 和夫 長岡 和夫

理 遠藤 博義 遠藤 博義 遠藤 博義 高橋 仁 高橋 仁

ﾊﾞﾚｰ 桜井 清三 桜井 清三 桜井 清三 栗原 安隆 桜井 清三 桜井 清三 桜井 清三 桜井 清三 後藤 義雄 後藤 義雄 後藤 義雄 後藤 義雄 ﾊﾞﾚｰ 石山 弘 小林 一男 石山 弘 石山 弘 石山 弘
目 西 一彦 西 一彦 平井 悠策 平井 悠策 平井 悠策

事
ソフト 多田 光男 多田 光男 多田 光男 多田 光男 多田 光男 多田 光男 多田 光夫 多田 光男 多田 光男 竹沢 啓 桜井 悌一 桜井 悌一 ｻｯｶｰ 沖田 鈞 長崎 茂 藤塚 真一 長島 昭雄 長島 昭雄

吉野 利明 吉野 利明 吉野 利明 吉野 利明 吉野 利明

理 バドﾞ 森 博 森 博 岡崎 光男 岡崎 光男 岡崎 光男 岡崎 光男 杉山 孝栄 佐藤 実 杉山 孝栄 佐藤 実 本間 国男 佐藤 実 ソフト 木村 甲佑 越島 啓一 高野 栄一 高野 栄一 高野 栄一
桜井 悌一 蓬田 紀雄 蓬田 紀雄 永沼 洋美 蓬田 紀雄

ｻｯｶｰ 舩山 景正 舩山 景正 舩山 景正 舩山 景正 舩山 景正 舩山 景正 舩山 景正 舩山 景正 草壁 成義 草壁 成義 草壁 成義 吉野 利明 上 柔 道 蜂谷 恵三 樋渡 昭 工藤 貞雄 工藤 貞雄 工藤 貞雄
平尾眞太郎 大江 昌信 大江 昌信 大江 昌信 大江 昌信

事 段
柔 道 会田 博 会田 博 鎌田 秀雄 鎌田 秀雄 鎌田 秀雄 藤井 馨 藤井 馨 藤井 馨 藤井 馨 平尾眞太郎 平尾眞太郎 平尾眞太郎 剣 道 秋場 三郎 菅原 精弥 鈴木 仁 渋谷武三郎 渋谷武三郎

専 梅本 成視 渡辺 一博 渡辺 一博 渡辺 一博 渡辺 一博
門

剣 道 鈴木 仁 大貫 善男 大貫 善男 大貫 善男 大貫 善男 前盛 知見 前盛 知見 梅本 成視 村田才兵衛 山本 栄輔 佐藤 博 梅本 成視 部 相 撲 奥山源太郎 熊本 泰元 森 俊雄 高橋 芳一 安田 正毅
長 椎名 寿昭 椎名 寿昭 椎名 寿昭 椎名 寿昭 飯塚 勇一

水 泳 駒沢 順一 駒沢 順一 駒沢 順一 駒沢 順一 駒沢 順一 駒沢 順一 駒沢 順一 駒沢 順一 駒沢 順一 駒沢 順一 駒沢 順一 駒沢 順一 バド 板垣 貞英 日向 静雄 板垣 貞英 板垣 貞英 板垣 貞英
(山沢弘弥) 小関 徳雄 佐藤 実 小関 徳雄 小関 徳雄 小関 徳雄

下
相 撲 星川 幸男 星川 幸男 星川 幸男 星川 幸男 栗原 清 石谷 昭夫 嘉藤 吉郎 本間 秀英 栗原 清 石谷 昭夫 石谷 昭夫 石谷 昭夫 野 球 鈴木 勉涌 今野富之助 今野富之助 今野富之助 今野富之助

段 井 旦一 涌井 旦一 涌井 旦一 涌井 旦一 涌井 旦一

野 球 結城 功 結城 功 結城 功 結城 功 結城 功 涌井 亘一 涌井 旦一 涌井 旦一 涌井 旦一 涌井 旦一 涌井 旦一 涌井 旦一 専 水泳 山中 仁一 今井 昭作 山中 仁一 山中 仁一 黒田 清
門 山沢 弘弥 山沢 弘弥 菅 美登 菅 美登 菅 美登
委

陸 上 塚崎 隆 塚崎 隆 塚崎 隆 岡田 剛 梅津 和夫 伊藤 善信 庄田 辰郎 庄田 辰郎 庄田 辰郎 岡田 剛 岡田 剛 岡田 剛 員 陸 上 鈴木健次郎 黒部 俊夫 寺崎 利蔵 寺崎 利蔵 寺崎 利蔵
長 小座間 伸 小座間 伸 小座間 伸 小座間 伸 小座間 伸

スキー 高橋 忠蔵 高橋 忠蔵 高橋 忠蔵 高橋 忠蔵 高橋 忠蔵 森 保二 森 保二 森 保二 森 保二 色摩 安紘 色摩 安紘 色摩 安紘 ハンド 阿部 長吉 後藤 亮介 後藤 亮介
ボール 今田 賢一 今田 賢一 今田 賢一

スキー 小川 忠雄 皆川 藤馬 横山 文男 高橋 忠藏 高橋 忠藏
色摩 安紘 色摩 安紘 色摩 安紘 皆川 征實 皆川 征實

事務局 丹野 貫寿 丹野 貫寿 小関 文助 丹野 貫寿 細谷 寛 細谷 寛 細谷 寛 細谷 寛 細谷 寛 細谷 寛 石川 宙二 石川 宙二 事務局 石川 宙二 石川 宙二 石川 宙二 石川 宙二 石川 宙二

推薦理事 林 昭二 林 昭二 林 昭二 庄司正治郎 庄司正治郎 庄司正治郎 庄司正治郎 栗原 清 栗原 清 栗原 清 栗原 清 栗原 清 推薦理事 栗原 清 栗原 武夫 栗原 武夫 栗原 武夫 栗原 武夫
庄司正治郎 山口 信好 黒木 武彦 小関 文助 小関 文助 小関 文助 小関 文助 丹野 貫寿 丹野 貫寿 丹野 貫寿 栗原 武夫 栗原 武夫 栗原 武夫 板垣 歳光 板垣 歳光 舩山 景正 舟越 善勝
佐藤小太郎 庄司正治郎 庄司正治郎 栗原 清 栗原 清 栗原 清 栗原 清 高橋 忠蔵 会田 穣 栗原 武夫 板垣 歳光 板垣 歳光 板垣 歳光 鹿野 光正 鹿野 光正 鹿野 光正 岡田 剛

佐藤小太郎 丹野 貫寿 丹野 貫寿 丹野 貫寿 丹野 貫寿 丹野 貫寿 会田 穣 板垣 歳光 塚崎 隆 長谷川博明 長谷川博明 舟越 善勝 古山 茂満
高橋 忠蔵 原田ふみ子 渡辺 文英 渡辺 文英 渡辺 文英 渡辺 文英
会田 穣 塚崎 隆 原田ふみ子 太田 英一 太田 英一

原田ふみ子

事務局員 高橋嘉代子 高橋嘉代子 高橋嘉代子 高橋嘉代子 事務局員 高橋嘉代子 高橋嘉代子 高橋嘉代子 高橋嘉代子 高橋嘉代子



平成元年度 平成２年度 平成３年度 平成４年度 平成５年度 平成６年度 平成７年度 平成８年度 平成９年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成 14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度

会 長 鈴木 千年 竹田 信一 竹田 信一 竹田 信一 竹田 信一 小関 静男 小関 静男 今田 俊雄 今田 俊雄 今田 俊雄 髙野修司 髙野 修司 髙野 修司 髙野 修司 髙野 修司 長谷川博明 長谷川博明 本間 章夫

高橋 徳弥 時田 進 佐野 欽一 時田 進 我妻 秀二 我妻 秀二 田中 武 安部 行男 高谷 誠司 高谷 誠司 塚本 祖玄 塚本 祖玄 色摩 安紘 色摩 安紘 長谷川 剛 長谷川 剛 長谷川 剛 加藤 弘二
副 会 長 小関 文助 安達 正範 塚崎 隆 西 一彦 西 一彦 舩山 景正 舩山 景正 野 修司 細谷 寛 細谷 寛 細谷 寛 細谷 寛 細谷 寛 吉野 利明 吉野 利明 吉野 利明板垣 歳光 板垣 歳光 髙

鈴木 三郎 武田 史夫 鎌田 恒夫 安達 秋夫 笹原 明士 菅 貞夫 菅 貞夫 五十嵐悌二 伊藤 善信 伊藤 善信 三上 弘治 三上 弘治 三上 弘治 小座間 伸 小座間 伸 城水 義邦 城水 義邦鏡 正憲
中野 豊孝 熊本 泰元 中野 豊孝 北川 征紀 北川 征紀 若林 佶 朝井 融 齋藤 英雄 齋藤 英雄 齋藤 英雄 門山 俊明 金丸 武夫 金丸 武夫 佐藤 三生 五十嵐 昇 小野 一彦 五十嵐 昇 本間 齊

米 沢 森 一男 森 一男 我妻 秀二 我妻 秀二 我妻 秀二 我妻 秀二 田中 武 関戸 勇雄 関戸 勇雄 関戸 勇雄 塚本 祖玄 塚本 祖玄 色摩 安紘 色摩 安紘 平井 悠策 平井 悠策 高橋 利秋 高橋 利秋
鈴木 充 我妻 秀二 鑪 信邦 鑪 信邦 鑪 信邦 亀岡 博 土屋 源良 土屋 源良 原 邦雄 色摩 安紘 色摩 安紘 色摩 安紘 原 邦雄 原 邦雄 原 邦雄 金子 周治 小形 義和 小形 義和

評 東置賜 高橋 徳弥 佐野 欽一 佐野 欽一 和久井道雄 柴田 正夫 柴田 正夫 手塚 昌男 手塚 昌男 手塚 昌男 前田 重欣 前田 重欣 前田 重欣 前田 重欣 三ヶ山岩男 長谷川 剛 長谷川 剛 長谷川 剛 猪野 忠
和久井道雄 和久井道雄 和久井道雄 柴田 正夫 和久井道雄 色摩 安紘 色摩 安紘 色摩 安紘 色摩 安紘 今崎 拓郎 野本 弘 野本 弘 野本 弘 野本 弘 野本 弘 野本 弘 井上 順男 井上 順男

西置賜 時田 進 時田 進 時田 進 時田 進 安部 行男 安部 行男 安部 行男 安部 行男 高谷 誠司 高谷 誠司 佐藤 充男 佐藤 充男 佐藤 充男 佐藤 充男 加藤 弘二 加藤 弘二 加藤 弘二 加藤 弘二
竹田 辰雄 竹田 辰雄 竹田 辰雄 堀越 泉一 長谷部洋一 佐藤 勝信 佐藤 勝信 高谷 誠司 井澤 徳雄 井澤 徳雄 大滝 昌利 齊藤 光雄 齊藤 光雄 大滝 昌利 岡田 勉 岡田 勉 岡田 勉 岡田 勉

上 山 長岡 和夫 鈴木 武任 鈴木 武任 鈴木 武任 舩山 景正 舩山 景正 舩山 景正 平尾眞太郎 佐藤 圭司 佐藤 圭司 鈴木 隆重 鈴木 隆重 鈴木 隆重 鈴木 隆重 鈴木 隆重 鈴木 隆重 窪田 裕司 窪田 裕司
神保 暢 神保 暢 小関 静男 田苗 弘 中里 良太 平尾眞太郎 平尾眞太郎 山形 三夫 相田 重行 鈴木 隆重 後藤 恒裕 古山 茂満 古山 茂満 東海林 裕 東海林 裕 東海林 裕 山川 保 白壁 忠彦

山 形 小関 文助 小関 文助 小関 文助 小関 文助 西 一彦 西 一彦 西 一彦 板垣 歳光 板垣 歳光 高野 修司 細谷 寛 細谷 寛 細谷 寛 細谷 寛 細谷 寛 吉野 利明 吉野 利明 吉野 利明
員 三澤 清美 渡辺 利男 西 一彦 西 一彦 高柳 健一 板垣 歳光 鹿野 光正 鹿野 光正 高野 修司 石川 宙二 石川 宙二 石川 宙二 長谷川博明 長谷川博明 長谷川博明 武田 功一 武田 功一 武田 功一

東村山 石澤 傳吉 工藤 貞雄 工藤 貞雄 渡部 勝 渡部 勝 渡部 勝 遠藤 博義 鈴木 強 鈴木 強 遠藤 博義 遠藤 博義 遠藤 博義 鈴木 敏夫 鈴木 敏夫 渡邉 健 大久保 健 大久保 健 遠藤 勢一
工藤 貞雄 塚崎 隆 塚崎 隆 武田 弘 遠藤 博義 遠藤 博義 衣袋 忠雄 村山 欽一 村山 欽一 鈴木 敏夫 鈴木 敏夫 鈴木 敏夫 渡邉 健 渡邉 健 大久保 健 工藤 正志 工藤 正志 工藤 正志

西村山 安達 正範 安達 正範 佐藤 恒雄 犬飼 好吉 犬飼 好吉 犬飼 好吉 犬飼 好吉 犬飼 好吉 日塔 章彦 日塔 章彦 小國 東紀 小國 東紀 石垣 志郎 石垣 志郎 石垣 志郎 石垣 志郎 石垣 志郎 村松 洋一
佐藤 恒雄 佐藤 恒雄 保科 弘治 鈴木 利弘 高橋 国義 高橋 国義 高橋 国義 高橋 国義 高橋 正圀 石垣 志郎 石垣 志郎 石垣 志郎 砂田 哲 砂田 哲 砂田 哲 宇野 敏一 宇野 敏一 宇野 敏一

北村山 鈴木 三郎 鈴木 三郎 金谷 正※ 笹原 明士 笹原 明士 五十嵐悌二 五十嵐悌二 五十嵐悌二 伊藤 善信 伊藤 善信 伊藤 善信 佐藤 俊忠 佐藤 俊忠 小座間 伸 小座間 伸 小座間 伸 羽賀 芳幸 羽賀 芳幸
後藤 亮介 五十嵐悌二 五十嵐悌二 五十嵐悌二 五十嵐悌二 猪股東海雄 猪股東海雄 鈴木 忠 小座間 伸 小座間 伸 小座間 伸 小座間 伸 小座間 伸 羽賀 芳幸 羽賀 芳幸 羽賀 芳幸 村山 良光 村山 良光

最 上 武田 史夫 武田 史夫 鎌田 恒夫 安達 秋夫 菅 貞夫 菅 貞夫 菅 貞夫 鏡 正憲 鏡 正憲 三上 弘治 三上 弘治 三上 弘治 三上 弘治 三上 弘治 吉田 博 城水 義邦 城水 義邦 城水 義邦
森 徳康 森 徳康 安達 秋夫 早坂 一照 黒澤 修 黒澤 修 黒澤 修 富樫 智宏 富樫 智宏 富樫 智宏 吉田 博 吉田 博 吉田 博 吉田 博 城水 義邦 福井 俊昭 福井 俊昭 福井 俊昭

田 川 中野 豊孝 中野 豊孝 中野 豊孝 菅井 秀夫 菅井 秀夫 菅井 秀夫 齋藤 茂 齋藤 英雄 齋藤 英雄 齋藤 英雄 金丸 武夫 金丸 武夫 金丸 武夫 五十嵐 昇 五十嵐 昇 五十嵐 昇 五十嵐 昇 本間 齊
水口 俊蔵 水口 俊蔵 菅井 秀夫 齋藤 茂 齋藤 茂 齋藤 茂 齋藤 英雄 金丸 武夫 金丸 武夫 金丸 武夫 五十嵐 昇 五十嵐 昇 五十嵐 昇 本間 齊 本間 齊 本間 齊 本間 齊 勝木 正人

飽 海 熊本 泰元 熊本 泰元 北川 征紀 北川 征紀 北川 征紀 若林 佶 朝井 融 佐藤 芳徳 佐藤 芳徳 門山 俊明 門山 俊明 池田 浩 佐藤 三生 佐藤 三生 鳥海 綏士 小野 一彦 小野 一彦 小野 一彦
北川 征紀 北川 征紀 庄司多計男 庄司多計男 庄司多計男 朝井 融 菅原 謙一 石川 晴朗 門山 俊明 池田 浩 池田 浩 佐藤 三生 和根崎 剛 和根崎 剛 和根崎 剛 高梨 俊廣 高梨 俊廣 太田 英一

理 事 長 板垣 歳光 板垣 歳光 板垣 歳光 板垣 歳光 吉野 利明 吉野 利明 吉野 利明 吉野 利明 吉野 利明 窪田 裕司 窪田 裕司 窪田 裕司 窪田 裕司 神谷 啓司 神谷 啓司 神谷 啓司 髙橋 正博 髙橋 正博

米 沢 工藤 修一 皆川 征實 皆川 征實 皆川 征實 皆川 征實 皆川 征實 山口 義宏 山口 義宏 海老原 正 海老原 正 尾形 忠裕 尾形 忠裕 尾形 忠裕 冨所 謙一 山田 信浩 山田 信浩 山田 信浩 山田 信浩

東置賜 三ケ山岩男 三ケ山岩男 三ケ山岩男 山村 嘉弘 山村 嘉弘 三浦 達彦 三浦 達彦 三浦 達彦 三浦 達彦 三浦 達彦 三浦 達彦 三浦 達彦 三浦 達彦 竹田 重隆 竹田 重隆 竹田 重隆 大友 信昭 大友 信昭

西置賜 加藤 弘二 加藤 弘二 加藤 弘二 加藤 弘二 加藤 弘二 加藤 芳秀 加藤 芳秀 鈴木 雅明 鈴木 雅明 鈴木 雅明 鈴木 雅明 長谷部 悟 長谷部 悟 長谷部 悟 長谷部 悟 長谷部 悟 長谷部 悟 長谷部 悟
地

上 山 鈴木 隆重 鈴木 隆重 神谷 恒司 神谷 恒司 神谷 恒司 坂本 尚志 坂本 尚志 坂本 尚志 坂本 尚志 坂本 尚志 坂本 尚志 岡崎 昭博 岡崎 昭博 岡崎 昭博 岡崎 昭博 小関 英嗣 小関 英嗣 小関 英嗣

山 形 長谷川博明 長谷川博明 長谷川博明 長谷川博明 井上 順男 押切チエ子 神谷 啓司 神谷 啓司 阿部 英悦 阿部 英悦 阿部 英悦 阿部 英悦 阿部 英悦 阿部 英悦 阿部 英悦 阿部 英悦 明日 浩幸 齋藤 吉弘
区

東村山 渡辺 健 桑原 浩 桑原 浩 桑原 浩 廣田 明 廣田 明 長谷川良和 長谷川良和 明日 浩幸 明日 浩幸 山澤 俊美 明日 浩幸 植松 哲也 武田 裕志 武田 裕志 門間 淳一 武田 裕志 門間 淳一

西村山 芳賀 正幸 黒坂 光男 黒坂 光男 黒坂 光男 富樫 誠 富樫 誠 富樫 誠 富樫 誠 富樫 誠 竹田 茂 竹田 茂 竹田 茂 奥山 勝弘 奥山 勝弘 奥山 勝弘 佐藤 嘉男 佐藤 嘉男 佐藤 嘉男
理

北村山 日塔 盛男 荘司八四郎 荘司八四郎 荘司八四郎 荘司八四郎 柴田 和夫 清水 滋也 清水 滋也 清水 滋也 清水 滋也 清水 滋也 水田 浩 水田 浩 水田 浩 水田 浩 遠藤 良博 遠藤 良博 遠藤 良博

最 上 城水 義邦 城水 義邦 栗田 康弘 栗田 康弘 栗田 康弘 栗田 康弘 栗田 康弘 栗田 康弘 高橋 研 高橋 研 高橋 研 高橋 研 高橋 研 高橋 研 高橋 研 小田 利昭 佐藤 二郎 佐藤 二郎
事 高橋喜美雄 高橋喜美雄 高橋 研 高橋 研 高橋 研 高橋 研

田 川 金丸 武夫 金丸 武夫 金丸 武夫 金丸 武夫 五十嵐 昇 越中 聡 今野 一彦 今野 一彦 今野 一彦 今野 一彦 今野 一彦 佐藤 優 佐藤 優 佐藤 優 佐藤 優 佐藤 優 和田 恭司 和田 恭司
五十嵐 昇 五十嵐 昇 五十嵐 昇 五十嵐 昇 太田 英一 今野 一彦

飽 海 後藤 幹夫 時田 正治 友野 勝弥 齋藤 悌 齋藤 悌 齋藤 悌 時田 正治 土屋 恒雄 田中 晃 時田 正治 時田 正治 後藤 洋一 後藤 洋一 友野 勝弥 友野 勝弥 齊籐 啓悦 齊籐 啓悦 土門 敦
池田 浩 齋藤 市郎 齋藤 市郎 齋藤 市郎 齋藤 市郎 齋藤 市郎 時田 正治 時田 正治 土門 敦 友野 勝弥

体 操 会田 博 和久井道雄 和久井道雄 和久井道雄 和久井道雄 安部 行雄 安部 行雄 安部 行雄 塚本 祖玄 塚本 祖玄 塚本 祖玄 塚本 祖玄 塚本 祖玄 高梨 俊廣 高梨 俊廣 高梨 俊廣 高梨 俊廣 高梨 俊廣
太田 英一 原田ふみ子 太田 英一 原田ふみ子 太田 英一 原田ふみ子 松本 三也 原田ふみ子 庄司 保宏 森山 安 庄司 保宏 庄司 保宏 庄司 保宏 庄司 保宏 庄司 保宏 庄司 保宏 松本 三也 松本 三也

佐藤 悦子

目 ソフト 大場不二雄 大場不二雄 大場不二雄 大場不二雄 大場不二雄 大場不二雄 石井 繁 竹澤 啓 竹澤 啓 竹澤 啓 竹澤 啓 竹澤 啓 工藤 修一 工藤 修一 竹澤 啓 佐藤 嘉一 窪田 裕司 窪田 裕司
テニス 佐藤 邦夫 田中 隆史 大津 幸造 大津 幸造 大津 幸造 大津 幸造 大津 幸造 大津 幸造 大津 幸造 大津 幸造 大津 幸造 大津 幸造 大津 幸造 大津 幸造 大津 幸造 大津 幸造 大津 幸造 高橋 晋也

理 卓 球 星川日出馬 桑原 俊 桑原 俊 村上 公一 高柳 健一 高柳 健一 栗原 安隆 村山 欽一 村山 欽一 木村 康二 金丸 武夫 金丸 武夫 金丸 武夫 金丸 武夫 金丸 武夫 金丸 武夫 福永 隆 斎藤 弘吉
布川 雄二 布川 雄二 牛沢 敏宏 奥山 俊示 奥山 俊示 奥山 俊示 奥山 俊示 奥山 俊示 奥山 俊示 奥山 俊示 伊藤 喜裕 伊藤 喜裕 吉田 仁志 吉田 仁志 吉田 仁志 吉田 仁志 吉田 仁志 吉田 仁志

ﾊﾞｽｹｯﾄ 長岡 和夫 星川日出馬 星川日出馬 星川日出馬 今田 俊雄 今田 俊雄 今田 俊雄 高谷 誠司 高谷 誠司 高谷 誠司 長谷川博明 野本 弘 野本 弘 野本 弘 野本 弘 野本 弘 野本 弘 金 俊次
事 ﾎﾞ-ﾙ 富樫 誠 富樫 誠 富樫 誠 富樫 誠 鈴木 磨 鈴木 磨 鈴木 磨 鈴木 磨 鈴木 磨 鈴木 磨 鈴木 磨 五十嵐克之 五十嵐克之 五十嵐克之 五十嵐克之 五十嵐克之 五十嵐克之 五十嵐克之

上 バレ－ 石山 弘 石山 弘 石山 弘 石山 弘 高橋 寛 高橋 寛 高橋 寛 高橋 寛 高野 修司 高野 修司 細谷 寛 細谷 寛 細谷 寛 細谷 寛 細谷 寛 平井 悠策 武田 功一 武田 功一
ボ－ル 平井 悠策 板垣 武志 板垣 武志 板垣 武志 板垣 武志 黒田 伸幸 黒田 伸幸 黒田 伸幸 黒田 伸幸 黒田 伸幸 佐藤 雄一 佐藤 雄一 佐藤 雄一 坂上 一美 坂上 一美 坂上 一美 星川 仁一 星川 仁一

専 ｻｯｶ- 長島 昭雄 長島 昭雄 阿部 良忠 大石健四郎 大石健四郎 大石健四郎 舩山 景正 舩山 景正 舩山 景正 舟越 善勝 石川 宙二 石川 宙二 石川 宙二 石川 宙二 石川 宙二 石川 宙二 本間 齊 吉野 利明
門 吉野 利明 武田 快夫 武田 快夫 武田 快夫 佐々木常充 佐々木常充 佐々木常充 佐々木常充 飯澤 徹 飯澤 徹 佐々木常充 石塚 良文 石塚 良文 石塚 良文 石塚 良文 石塚 良文 石塚 良文 石塚 良文
長

ソフト 鷲尾 茂雄 菊地 喜弘 菊地 喜弘 榎本 彰夫 榎本 彰夫 榎本 彰夫 榎本 彰夫 榎本 彰夫 湯口 堅正 湯口 堅正 湯口 堅正 湯口 堅正 東海林 裕 東海林 裕 東海林 裕 東海林 裕 東海林 裕 東海林 裕
ボ－ル 蓬田 紀雄 東海林 裕 東海林 裕 東海林 裕 国井 和俊 国井 和俊 国井 和俊 国井 和俊 国井 和俊 堀 裕一 堀 裕一 堀 裕一 堀 裕一 堀 裕一 堀 裕一 堀 裕一 堀 裕一 稲葉 健一

下
柔 道 工藤 貞雄 工藤 貞雄 工藤 貞雄 渡部 勝 渡部 勝 渡部 勝 平尾眞太郎 平尾眞太郎 平尾眞太郎 鈴木 峯雄 鈴木 峯雄 鈴木 峯雄 鈴木 峯雄 鈴木 隆重 鈴木 隆重 鈴木 隆重 鈴木 隆重 秋葉 春男

段 奥山 勝弘 奥山 勝弘 奥山 勝弘 奥山 勝弘 奥山 勝弘 奥山 勝弘 奥山 勝弘 松井 伸平 松井 伸平 秋葉 美広 秋葉 美広 秋葉 美広 吉田 渉 吉田 渉 吉田 渉 吉田 渉 吉田 渉 吉田 渉
専
門 剣 道 渋谷武三郎 川越 寛二 保科 弘治 保科 弘治 保科 弘治 齋藤 英雄 齋藤 英雄 山田 善一 山田 善一 安部 豊 安部 豊 安部 豊 安部 豊 安部 豊 三浦 康男 三浦 康男 三浦 康男 三浦 康男
委 渡辺 一博 渡辺 一博 三浦 康男 三浦 康男 三浦 康男 齋藤 寛爾 齋藤 寛爾 齋藤 寛爾 齋藤 寛爾 齋藤 寛爾 小松 登 小松 登 小松 登 小松 登 小松 登 小松 登 小松 登 小松 登

相 撲 安田 正毅 安田 正毅 佐藤 毅 佐藤 毅 佐藤 毅 佐藤 毅 高橋 武彦 高橋 武彦 高橋 武彦 高橋 武彦 本間 國男 本間 國男 齋藤 篤 齋藤 篤 齋藤 篤 佐藤 洋一 佐藤 洋一 曽野部昭彦
福井 俊昭 中山 功 福井 俊昭 高橋 久 高橋 久 堀 英敏 堀 英敏 堀 英敏 堀 英敏 堀 英敏 堀 英敏 堀 英敏 佐藤 文俊 佐藤 文俊 佐藤 茂穂 西村 俊也 西村 俊也 西村 俊也

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝ 石垣 克之 石垣 克之 石垣 克之 石垣 克之 高橋 達雄 五十嵐 五十嵐 五十嵐 五十嵐 五十嵐 五十嵐 小関 徳雄 小関 徳雄 小関 徳雄 小関 徳雄 小國 隆 小國 隆 鈴木 晃久仁男 久仁男 久仁男 久仁男 久仁男 久仁男
ﾄﾝ 小関 徳雄 小林 昭一 小林 昭一 小林 昭一 佐藤 健治 佐藤 健治 佐藤 健治 佐藤 健治 我孫子勝広 滝田 尚彦 滝田 尚彦 滝田 尚彦 安達 浩人 安達 浩人 安達 浩人 佐竹 昭宏 佐竹 昭宏 佐竹 昭宏

野 球 松田 博昭 松田 博昭 松田 博昭 松田 博昭 松田 博昭 衣袋 忠雄 衣袋 忠雄 衣袋 忠雄 衣袋 忠雄 岸 康弘 岸 康弘 岸 康弘 武田 純成 武田 純成 武田 純成 武田 純成 菅原 貢 菅原 貢
金原 克之 金原 克之 遠藤 良博 遠藤 良博 遠藤 良博 遠藤 良博 町田 真裕 高橋 正博 高橋 正博 庄司 亮一 庄司 亮一 庄司 亮一 沓澤 伸一 沓澤 伸一 沓澤 伸一 沓澤 伸一 渋江 和樹 渋江 和樹

水 泳 黒田 清 黒田 清 堀越 泉一 堀越 泉一 岡崎 喜内 山田 登 森田 敏郎 森田 敏郎 森田 敏郎 佐藤 徳雄 渡邉 健 渡邉 健 江口 和雄 江口 和雄 江口 和雄 江口 和雄 江口 和雄 高橋 利秋
菅 美登 菅 美登 天野 貞夫 齋藤 匡広 齋藤 匡広 齋藤 匡広 齋藤 匡広 齋藤 匡広 齋藤 匡広 齋藤 匡広 山口 義宏 丸子由喜夫 丸子由喜夫 丸子由喜夫 丸子由喜夫 丸子由喜夫 丸子由喜夫 長澤由美子

陸 上 寺崎 利蔵 中野 豊孝 塚崎 隆 伊藤 善信 伊藤 善信 伊藤 善信 伊藤 善信 伊藤 善信 伊藤 善信 伊藤 善信 小座間 伸 小座間 伸 小座間 伸 小座間 伸 小座間 伸 小座間 伸 長谷川 剛 古山 茂満
井上 順男 井上 順男 佐藤 学 佐藤 学 佐藤 学 佐藤 学 佐藤 学 佐藤 学 佐藤 学 滝口 一則 滝口 一則 滝口 一則 旭 正宏 旭 正宏 旭 正宏 旭 正宏 旭 正宏 本間 拓

ハンド 後藤 亮介 金谷 正※ 本間 隆助 本間 隆助 本間 隆助 猪股東海雄 猪股東海雄 鈴木 忠 鈴木 忠 鈴木 忠 佐藤 俊忠 石山 忠之 石山 忠之 石山 忠之 石山 忠之 石山 泰博 村山 清光 村山 清光
ボ－ル 今田 賢一 水戸部英和 水戸部英和 水戸部英和 水戸部英和 水戸部英和 加藤 敬一 加藤 敬一 加藤 敬一 加藤 敬一 加藤 敬一 加藤 敬一 寺尾 悟 寺尾 悟 寺尾 悟 寺尾 悟 寺尾 悟 寺尾 悟

小林 和子

スキ－ 鎌田 恒夫 鎌田 恒夫 鈴木 正敏 鈴木 正敏 奥山 隆司 奥山 隆司 奥山 隆司 阿部 和生 阿部 和生 西塚 忠雄 色摩 安紘 色摩 安紘 色摩 安紘 色摩 安紘 窪田 裕司 窪田 裕司 城水 義邦 城水 義邦
樋口 裕行 樋口 裕行 樋口 裕行 樋口 裕行 樋口 裕行 大場 喜一 大場 喜一 大場 喜一 沼沢 靖浩 佐藤 二郎 佐藤 二郎 佐藤 二郎 佐藤 二郎 佐藤 二郎 佐藤 二郎 高橋 賢一 高橋 賢一 高橋 賢一

ｽｹ-ﾄ 小関 文助 鷲尾 茂雄 鷲尾 茂雄 武田 良一 武田 良一 中里 良太 中里 良太 中里 良太 中里 良太 石川 宙二 石川 宙二 石川 宙二 石川 宙二 石川 宙二 川部 昌平 川部 昌平 川部 昌平 古山 茂満
長谷川博明 佐藤 清司 佐藤 清司 阿部 祐一 阿部 祐一 阿部 祐一 阿部 祐一 阿部 祐一 阿部 祐一 阿部 祐一 阿部 祐一 阿部 祐一 阿部 祐一 阿部 祐一 阿部 祐一 阿部 祐一 阿部 祐一 阿部 祐一

事務局長 石川 宙二 渡辺 文英 渡辺 文英 武田 裕志 武田 裕志 武田 裕志 武田 裕志 木村 潤一 仁藤 重司 栗田 和真 栗田 和真 栗田 和真 栗田 和真 栗田 和真 栗田 和真 栗田 和真 栗田 和真 吉田 信一

推薦理事 栗原 武夫 栗原 武夫 石川 宙二 石川 宙二 長谷川博明 柴田 依子 山口 修 窪田 裕司 窪田 裕司 板垣 恵一 板垣 恵一 板垣 恵一 坂上 一美 中川 潤二 中川 潤二 岡崎 昭博 岡崎 昭博 岡崎 昭博
舟越 善勝 石川 宙二 渡辺 健 佐藤 典子 石田みよ子 高橋 正博 大戸 晃彦 大戸 晃彦 植松 哲也 小松 登 松井 伸平 松井 伸平 松井 伸平 松井 伸平 松井 伸平 中川 潤二 齋藤 吉弘 羽角 哲弘
渡辺 文英 渡辺 健 佐藤 典子 吉野 利明 舩山 栄子 山口 修 坂上 一美 坂上 一美 齋藤 吉弘 齋藤 吉弘 齋藤 吉弘 齋藤 吉弘 松井 伸平 松井 伸平 松井 伸平
神谷 啓司 吉野 利明 吉野 利明 舩山 栄子 高橋 正博 大戸 晃彦 明日 浩幸 黒田 伸幸 黒田 伸幸 黒田 伸幸 黒田 伸幸 黒田 伸幸
新野 彰 新野 彰 新野 彰 嶋倉 直彦 山口 修 坂上 一美 原田ふみ子 原田ふみ子 森山 安 庄司 保宏 佐藤 忍 佐藤 忍 佐藤 悦子 佐藤 悦子 佐藤 悦子 佐藤 悦子 佐藤 悦子
原田ふみ子 太田 英一 原田ふみ子 山口 修 大戸 晃彦 松本 光也

鈴木 隆 坂上 一美 (副理事長)
新野 彰 太田 英一 原田ふみ子 窪田 裕司

事務局員 高橋嘉代子 高橋嘉代子 高橋嘉代子 高橋嘉代子 高橋嘉代子 鈴木 弘美 鈴木 弘美 鈴木 弘美 鈴木 弘美 鈴木 弘美 鈴木 弘美 鈴木 弘美 鈴木 弘美 川口由紀子 鈴木まり子 鈴木まり子 海谷 悦子 鈴木 隆
鈴木まり子



平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成 27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和１年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

会 長 本間 章夫 古山 茂満 渡辺 文英 渡辺 文英 井上 順男 井上 順男 村山 良光 神谷 啓司 神谷 啓司 神谷 啓司 神谷 啓司 高橋 正博 高橋 正博 佐藤 雄一 佐藤 雄一

髙橋 利秋 猪野 忠 加藤 芳秀 金子 周治 鎌田 一郎 沼澤 政幸 髙橋 善彦 鎌田 一郎 土屋 正人 宇山 栄一 高橋 正博 堀 裕一 衣袋 慶三 冨所 謙一 堀 裕一
副 会 長 吉野 利明 吉野 利明 井上 順男 井上 順男 神谷 啓司 神谷 啓司 神谷 啓司 佐藤 鉄夫 佐藤 鉄夫 佐藤 鉄夫 朝倉 和彦 佐藤 雄一 佐藤 雄一 栗田 和真 栗田 和真

羽賀 芳幸 佐藤 洋一 佐藤 洋一 福永 隆 福永 隆 福永 隆 福永 隆 栗田 正人 栗田 正人 栗田 正人 三上 準一 本多 諭 柿﨑 正起 金村 裕之 髙橋 研
伊藤 育夫 勝木 正人 伊藤 育夫 太田 英一 太田 英一 太田 英一 田中 亮一 渡部 俊明 今野 一彦 友野 勝弥 越中 聡 加藤 博之 齋藤 範夫 田中 学 佐藤 義徳

米 沢 髙橋 利秋 金子 周治 金子 周治 金子 周治 大河原真樹 髙橋 善彦 髙橋 善彦 髙橋 善彦 宇山 栄一 宇山 栄一 高橋 正博 徳間 健 長谷部 悟 冨所 謙一 冨所 謙一
大河原真樹 大河原真樹 大河原真樹 大河原真樹 金 俊次 宇山 栄一 宇山 栄一 宇山 栄一 高橋 正博 高橋 正博 徳間 健 山口 義宏 冨所 謙一 山口 義宏 今崎 浩規

評 東置賜 猪野 忠 猪野 忠 鎌田 一郎 鎌田 一郎 鎌田 一郎 鎌田 一郎 鎌田 一郎 鎌田 一郎 鎌田 一郎 鎌田 一郎 堀 裕一 堀 裕一 堀 裕一 堀 裕一 堀 裕一
宇山 栄一 宇山 栄一 宇山 栄一 宇山 栄一 宇山 栄一 尾形 敏行 金沢 真 遠藤 正真 遠藤 正真 遠藤 正真 遠藤 正真 遠藤 正真 遠藤 正真 遠藤 正真 完戸 陽介

西置賜 加藤 弘二 岡田 勉 加藤 芳秀 加藤 芳秀 加藤 芳秀 沼澤 政幸 沼澤 政幸 沼澤 政幸 土屋 正人 土屋 正人 土屋 正人 衣袋 慶三 衣袋 慶三 衣袋 慶三 衣袋 慶三
鈴木 盛雄 鈴木 盛雄 鈴木 盛雄 鈴木 盛雄 鈴木 盛雄 横山 一美 横山 一美 横山 一美 横山 一美 小林宏一郎 八木 幸夫 八木 幸夫 八木 幸夫 八木 幸夫 赤間 幸生

議
上 山 窪田 裕司 窪田 裕司 白壁 忠彦 白壁 忠彦 佐藤 紀之 佐藤 紀之 山口 誠 山口 誠 山口 誠 山口 誠 金原 克之 須田 浩二 須田 浩二 坂上 一美 坂上 一美

白壁 忠彦 白壁 忠彦 佐藤 紀之 佐藤 紀之 嶋倉 直彦 嶋倉 直彦 嶋倉 直彦 鈴木 正実 鈴木 正実 金原 克之 岡崎 昭博 岡崎 昭博 岡崎 昭博 小池 博人 武田 直也

山 形 吉野 利明 吉野 利明 井上 順男 井上 順男 神谷 啓司 神谷 啓司 神谷 啓司 佐藤 鉄夫 佐藤 鉄夫 佐藤 鉄夫 朝倉 和彦 佐藤 雄一 佐藤 雄一 栗田 和真 栗田 和真
員 井上 順男 井上 順男 神谷 啓司 神谷 啓司 坂本 尚志 坂本 尚志 佐藤 鉄夫 舩山 章弘 舩山 章弘 朝倉 和彦 坂上 一美 坂上 一美 坂上 一美 齋藤 真一 齋藤 真一

東村山 遠藤 勢一 武田 功一 武田 功一 今野 一郎 今野 一郎 今野 一郎 星 淳一 星 淳一 多田 徹 松田 博之 松田 博之 松田 博之 明日 浩幸 明日 浩幸 松井 伸平
武田 功一 三浦 康男 三浦 康男 三浦 康男 阿部 善和 星 淳一 多田 徹 多田 徹 松田 博之 嶋倉 直彦 嶋倉 直彦 嶋倉 直彦 戸田 一彦 戸田 一彦 花輪 武彦

西村山 村松 洋一 宇野 敏一 宇野 敏一 宇野 敏一 布川 雄二 富樫 誠 富樫 誠 竹田 茂 竹田 茂 奥山 勝弘 奥山 勝弘 清野 均 清野 均 清野 均 鈴木 和彦
宇野 敏一 布川 雄二 布川 雄二 布川 雄二 富樫 誠 阿部 進悦 竹田 茂 小野 敏博 佐藤 雄一 佐藤 雄一 佐藤 雄一 鈴木 和彦 鈴木 和彦 小野 行彦 小野 行彦

北村山 羽賀 芳幸 金谷 正實 福永 隆 福永 隆 福永 隆 福永 隆 福永 隆 渡辺 尚樹 渡辺 尚樹 池田 史明 本多 諭 本多 諭 金村 裕之 金村 裕之 金村 裕之
金谷 正實 村山 清光 大内 敏彦 大内 敏彦 石澤 照夫 渡辺 尚樹 渡辺 尚樹 松田 博之 池田 史明 本多 諭 金村 裕之 金村 裕之 片桐 清 片桐 清 片桐 清

最 上 福井 俊昭 佐藤 洋一 佐藤 洋一 佐藤 洋一 鈴木 正雄 鈴木 正雄 沼澤 靖浩 栗田 正人 栗田 正人 栗田 正人 三上 準一 大場 喜一 柿﨑 正起 柿﨑 正起 髙橋 研
佐藤 洋一 鈴木 正雄 鈴木 正雄 鈴木 正雄 沼澤 靖浩 沼澤 靖浩 栗田 正人 高橋 政志 高橋 政志 高橋 研 高橋 研 柿﨑 正起 鈴木 英樹 鈴木 英樹 鈴木 英樹

田 川 本間 齊 勝木 正人 斎藤 弘吉 斎藤 弘吉 田中 亮一 田中 亮一 田中 亮一 田中 亮一 今野 一彦 今野 一彦 越中 聡 越中 聡 齋藤 範夫 齋藤 範夫 佐藤 義徳
勝木 正人 田中 亮一 田中 亮一 田中 亮一 今野 一彦 今野 一彦 今野 一彦 今野 一彦 越中 聡 越中 聡 今野 一彦 齋藤 範夫 佐藤 義徳 佐藤 義徳 和田 恭司

飽 海 伊藤 育夫 伊藤 育夫 伊藤 育夫 太田 英一 太田 英一 太田 英一 渡部 俊明 渡部 俊明 友野 勝弥 友野 勝弥 友野 勝弥 加藤 博之 加藤 博之 田中 学 田中 学
太田 英一 高橋 利秀 鈴木 清悦 鈴木 清悦 鈴木 清悦 渡部 俊明 友野 勝弥 友野 勝弥 加藤 博之 加藤 博之 加藤 博之 齋藤 啓悦 田中 学 齋藤 啓悦 土門 敦

理 事 長 髙橋 正博 佐藤 雄一 佐藤 雄一 佐藤 雄一 佐藤 雄一 松井 伸平 松井 伸平 松井 伸平 栗田 和真 栗田 和真 小関 英嗣 小関 英嗣 小関 英嗣 鈴木 章人 鈴木 章人

米 沢 山田 信浩 井田 和人 井田 和人 井田 和人 荒川 光浩 荒川 光浩 荒川 光浩 荒川 光浩 荒川 光浩 荒川 光浩 澤 雅美 澤 雅美 澤 雅美 澤 雅美 澤 雅美

東置賜 大友 信昭 大友 信昭 大友 信昭 大友 信昭 大友 信昭 鈴木 淳一 髙橋 栄介 髙橋 栄介 髙橋 栄介 髙橋 栄介 髙橋 栄介 髙橋 栄介 髙橋 栄介 髙橋 栄介 高橋 栄介

西置賜 長谷部 悟 長谷部 悟 石塚 良文 石塚 良文 石塚 良文 石塚 良文 石塚 良文 石塚 良文 石塚 良文 笹川 直樹 熱海 俊和 熱海 俊和 熱海 俊和 熱海 俊和 熱海 俊和
地

上 山 小関 英嗣 小関 英嗣 小関 英嗣 小関 英嗣 村岡 龍一 村岡 龍一 村岡 龍一 村岡 龍一 村岡 龍一 旭 正宏 本間 哲 後藤 和郎 後藤 和郎 後藤 和郎 芳賀 智三

山 形 齋藤 吉弘 齋藤 吉弘 齋藤 吉弘 木村 潤一 木村 潤一 木村 潤一 熊谷 雅志 熊谷 雅志 遠藤 寿浩 遠藤 寿浩 遠藤 寿浩 髙橋 圭史 髙橋 圭史 髙橋 圭史 黒沼 広
区

東村山 門間 淳一 門間 淳一 門間 淳一 門間 淳一 門間 淳一 工藤 昭裕 工藤 昭裕 清水 光二 清水 光二 清水 光二 清水 光二 清水 光二 須藤 拓也 須藤 拓也 須藤 拓也

西村山 佐藤 嘉男 佐藤 嘉男 佐藤 嘉男 鈴木 正直 鈴木 正直 佐藤 和之 佐藤 和之 佐藤 和之 佐藤 和之 原田 真 原田 真 橋本 佳久 金山 大 金山 大 金山 大
理

北村山 遠藤 良博 遠藤 良博 遠藤 良博 荘司八四郎 荘司八四郎 下山 光明 下山 光明 菅野 学 菅野 学 菅野 学 菅野 学 菅野 学 荘司八四郎 荘司八四郎 板垣 学

最 上 佐藤 二郎 佐藤 二郎 佐藤 二郎 元木 久夫 元木 久夫 元木 久夫 元木 久夫 元木 久夫 元木 久夫 元木 久夫 小関 雄一 小関 雄一 伊藤 卓雄 西田 峰子 西田 峰子
事

田 川 和田 恭司 和田 恭司 和田 恭司 和田 恭司 和田 恭司 西脇 幸通 西脇 幸通 西脇 幸通 西脇 幸通 小嶋 知之 小嶋 知之 小嶋 知之 小嶋 知之 小嶋 知之 伊藤知詠子

飽 海 土門 敦 土門 敦 土門 敦 土門 敦 土門 敦 土門 敦 土門 敦 土門 敦 庄司 保宏 庄司 保宏 庄司 保宏 庄司 保宏 庄司 保宏 庄司 保宏 庄司 保宏

体 操 高梨 俊廣 高梨 俊廣 瀬尾 治 渡部登美雄 渡部登美雄 渡部登美雄 渡部登美雄 越中 聡 越中 聡 越中 聡 越中 聡 越中 聡 田中 学 田中 学 田中 学
種 須藤 正彦 須藤 正彦 須藤 正彦 須藤 正彦 須藤 正彦 須藤 正彦 須藤 正彦 須藤 正彦 新関 奈美 新関 奈美 新関 奈美 田澤 千晶 田澤 千晶 田澤 千晶 田澤 千晶

新体操 佐藤 悦子 佐藤 悦子 佐藤 悦子 佐藤 悦子 佐藤 悦子 佐藤 悦子 佐藤 悦子 佐藤 悦子 佐藤 悦子 佐藤 悦子 佐藤 悦子 田中恵理子 田中恵理子 田中恵理子 田中恵理子

目 ソフト 窪田 裕司 堀江 信 堀江 信 堀江 信 堀江 信 堀江 信 堀江 信 相澤 一彦 相澤 一彦 星 淳一 星 淳一 阿部 雄宏 山川 明宏 高嶋 敏春 高嶋 敏春
テニス 髙橋 晋也 髙橋 晋也 髙橋 晋也 髙橋 晋也 村上 康広 村上 康広 村上 康広 村上 康広 村上 康広 村上 康広 大久保 守 大久保 守 深瀬 慶太 深瀬 慶太 深瀬 慶太

理 卓 球 齋藤 弘吉 布川 雄二 布川 雄二 布川 雄二 布川 雄二 布川 雄二 小関 晃一 小関 晃一 瀬川 幸子 牛澤 敏宏 牛澤 敏宏 岡崎 晃士 岡崎 晃士 菅野 徳明 菅野 徳明
吉田 仁志 山田 昭宏 山田 昭宏 山田 昭宏 山田 昭宏 渋間 旭 渋間 旭 渋間 旭 奥山 裕介 奥山 裕介 奥山 裕介 奥山 裕介 奥山 裕介 田井地 仁 田井地 仁

事 ﾊﾞｽｹｯﾄ 金 俊次 金 俊次 金 俊次 金 俊次 金 俊次 金 俊次 富樫 誠 多田 徹 多田 徹 多田 徹 多田 徹 明日 浩幸 明日 浩幸 明日 浩幸 土門 敦
ﾎﾞ-ﾙ 五十嵐克之 小野 行彦 小野 行彦 小野 行彦 小野 行彦 小野 行彦 長谷川惣泰 長谷川惣泰 長谷川惣泰 長谷川惣泰 長谷川惣泰 長谷川惣泰 熊谷 圭太 熊谷 圭太 熊谷 圭太

上 バレ－ 武田 功一 渡辺 文英 山口 和久 山口 和久 山口 和久 山口 和久 山口 和久 山口 和久 佐藤 雄一 佐藤 雄一 佐藤 雄一 坂上 一美 坂上 一美 坂上 一美 坂上 一美
段 ボ－ル 星川 仁一 星川 仁一 星川 仁一 橘 正敏 高橋 圭史 高橋 圭史 高橋 圭史 高橋 圭史 高橋 圭史 高橋 圭史 高橋 圭史 今井 教史 今井 教史 今井 教史 今井 教史

専 ｻｯｶ- 吉野 利明 吉野 利明 佐藤 政彦 阿部 善和 阿部 善和 小林 敏洋 小林 敏洋 小林 敏洋 松田 博之 松田 博之 松田 博之 松田 博之 山口 幸一 山口 幸一 高山 久
門 羽角 哲弘 羽角 哲弘 羽角 哲弘 佐藤 文明 佐藤 文明 佐藤 文明 佐藤 文明 佐藤 文明 伊藤 哲也 寒河江 智 寒河江 智 寒河江 智 寒河江 智 寒河江 智 寒河江 智
部
長 ソフト 東海林 裕 東海林 裕 石澤 照夫 石澤 照夫 石澤 照夫 石澤 照夫 髙橋 善彦 髙橋 善彦 髙橋 善彦 髙橋 善彦 堀 裕一 堀 裕一 堀 裕一 堀 裕一 堀 裕一

ボ－ル 稲葉 健一 稲葉 健一 稲葉 健一 稲葉 健一 三浦 浩子 松本 実 松本 実 松本 実 松本 実 戸村 誠 戸村 誠 戸村 誠 戸村 誠 瀬野 武志 瀬野 武志
下
段 柔 道 秋葉 春男 秋葉 春男 板垣 清 今野 一郎 今野 一郎 今野 一郎 山口 誠 山口 誠 山口 誠 奥山 勝弘 奥山 勝弘 金村 裕之 金村 裕之 金村 裕之 松井 伸平

吉田 渉 吉田 渉 吉田 渉 小関 智明 小関 智明 小関 智明 小関 智明 加藤 孝浩 加藤 孝浩 加藤 孝浩 加藤 孝浩 加藤 孝浩 齋藤 利行 齋藤 利行 齋藤 利行
専
門 剣 道 三浦 康男 三浦 康男 三浦 康男 三浦 康男 西田 昭一 西田 昭一 西田 昭一 西田 昭一 西田 昭一 西田 昭一 佐藤 真哉 佐藤 真哉 佐藤 真哉 佐藤 真哉 土井 浩貴
委 小松 登 佐藤 和之 佐藤 和之 佐藤 和之 佐藤 和之 横井 真人 横井 真人 横井 真人 横井 真人 横井 真人 鈴木 仁一 鈴木 仁一 鈴木 仁一 鈴木 仁一 鈴木 仁一
員
長 相 撲 曽野部昭彦 佐藤 栄起 佐藤 栄起 佐藤 栄起 三上 準一 高橋 政志 荒井 祐也 荒井 祐也 荒井 祐也 荒井 祐也 浅井 純 浅井 純 浅井 純 大山由起子 横田 政美

高山 久 小田 利昭 小田 利昭 小田 利昭 斎木 直利 齊木 直利 齊木 直利 齊木 直利 伊藤 充弘 伊藤 充弘 伊藤 充弘 伊藤 充弘 石岡 庄謙 石岡 庄謙 石岡 庄謙

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝ 佐藤 政彦 佐藤 政彦 森谷 秀悦 近藤 直志 舩山 章弘 舩山 章弘 舩山 章弘 舩山 章弘 舩山 章弘 舩山 章弘 大山由起子 大山由起子 小関 明 小関 明 小関 明
ﾄﾝ 佐竹 昭宏 那須 勲 那須 勲 那須 勲 髙橋 圭 髙橋 圭 佐竹 昭宏 上村 尚仁 上村 尚仁 島貫 直浩 島貫 直浩 島貫 直浩 島貫 直浩 島貫 直浩 島貫 直浩

野 球 菅原 貢 菅原 貢 菅原 貢 大河原真樹 大河原真樹 山口 周治 山口 周治 山口 周治 山口 周治 山口 周治 田中 克 田中 克 田中 克 丹羽 英樹 丹羽 英樹
渋江 和樹 渋江 和樹 渋江 和樹 渋江 和樹 渋江 和樹 渋江 和樹 地主 忠亮 地主 忠亮 地主 忠亮 地主 忠亮 亀井 一寿 亀井 一寿 亀井 一寿 夛田 豊生 夛田 豊生

水 泳 髙橋 利秋 菅 美登 菅 美登 菅 美登 村山 良光 村山 良光 佐藤 政彦 佐藤 政彦 佐藤 政彦 佐藤 博明 佐藤 博明 佐藤 博明 佐藤 博明 高木 光紀 高木 光紀
長澤由美子 竹田 重隆 竹田 重隆 天野 義史 天野 義史 天野 義史 天野 義史 天野 義史 天野 義史 天野 義史 天野 義史 天野 義史 天野 義史 天野 義史 天野 義史

陸 上 古山 茂満 鈴木 盛雄 鈴木 盛雄 鈴木 盛雄 鈴木 盛雄 沼澤 靖浩 渡辺 尚樹 渡辺 尚樹 渋谷 洋司 渋谷 洋司 岡崎 昭博 岡崎 昭博 岡崎 昭博 寒河江正人 山口 義宏
本間 拓 本間 拓 本間 拓 本間 拓 本間 拓 本間 拓 本間 拓 本間 拓 本間 拓 本間 拓 本間 拓 本間 拓 本間 拓 本間 拓 本間 拓

ハンド 村山 清光 村山 清光 武田 栄一 小山 智弘 小山 智弘 渡辺 尚樹 小幡 昭徳 佐藤 幸正 池田 史明 池田 史明 西塚 裕樹 西塚 裕樹 髙橋 哲也 髙橋 哲也 髙橋 哲也
ボ－ル 寺尾 悟 鈴木 千宏 鈴木 千宏 鈴木 千宏 鈴木 千宏 菅野 学 菅野 学 菅野 学 菅野 学 菅野 学 菅野 学 菅野 学 竹村 啓汰 竹村 啓汰 竹村 啓汰

スキ－ 福井 俊昭 窪田 裕司 大河原真樹 金子 周治 神谷 啓司 曽野部昭彦 沼澤 靖浩 三上 準一 三上 準一 三上 準一 大場 喜一 大場 喜一 冨所 謙一 冨所 謙一 冨所 謙一
髙橋 賢一 髙橋 賢一 髙橋 賢一 髙橋 賢一 髙橋 賢一 髙橋 賢一 髙橋 賢一 髙橋 賢一 髙橋 賢一 髙橋 賢一 髙橋 賢一 髙橋 賢一 髙橋 賢一 髙橋 賢一 澤 雅美

ｽｹ-ﾄ 古山 茂満 深瀬 薫 窪田 裕司 斎藤 一彌 佐藤 文昭 佐藤 文昭 佐藤 文昭 佐藤 文昭 佐藤 鉄夫 佐藤 鉄夫 朝倉 和彦 佐藤 雄一 佐藤 雄一 栗田 和真 栗田 和真
阿部 祐一 阿部 祐一 阿部 祐一 阿部 祐一 阿部 祐一 阿部 祐一 阿部 祐一 阿部 祐一 阿部 祐一 阿部 祐一 阿部 祐一 阿部 祐一 阿部 祐一 阿部 祐一 阿部 祐一

事務局長 吉田 信一 小野寺 智 小野寺 智 小野寺 智 小野寺 智 小野寺 智 阿部 祐一 藤原 誠 伊藤 重和 伊藤 重和 伊藤 重和 伊藤 重和 伊藤 重和 伊藤 重和 神谷 典成

推薦理事 岡崎 昭博 松井 伸平 松井 伸平 松井 伸平 松井 伸平 板垣 恵一 五十嵐克之 五十嵐克之 五十嵐克之 鈴木 章人 鈴木 章人 鈴木 章人 三澤 珠栄 三澤 珠栄 小野寺苗美
松井 伸平 黒田 伸幸 黒田 伸幸 板垣 恵一 板垣 恵一 五十嵐克之 小関 英嗣 小関 英嗣 高橋 圭史 高橋 圭史 高橋 圭史 三澤 珠栄 佐藤 雄紀 神谷 典成 渡邉 直幸
黒田 伸幸 板垣 恵一 板垣 恵一 五十嵐克之 五十嵐克之 遠藤 寿浩 木村 潤一 遠藤 寿浩 今井 教史 今井 教史 今井 教史 佐藤 雄紀 佐藤 裕行 村山 隆太 村山 隆太
板垣 恵一 五十嵐克之 五十嵐克之 遠藤 寿浩 遠藤 寿浩 小関 英嗣 遠藤 寿浩 三澤 珠栄 熊谷 圭太 神谷 典成

小関 英嗣

事務局員 鈴木 隆
鈴木まり子 鈴木まり子 鈴木まり子 鈴木まり子 鈴木まり子 鈴木まり子 鈴木まり子 鈴木まり子 鈴木まり子 鈴木まり子 鈴木まり子 鈴木まり子 鈴木まり子 鈴木まり子 今川 圭子
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