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令和４年７月１日現在

役職 選出母体 氏名 役職 選出母体 氏 名
1 会⾧(代表理事) 有識者 山本 好作 1 評議員 大井町スポーツ協会 西本 任良
2 副会⾧ 有識者 勝 滋幸 2 評議員 ⾧島町体育協会 纐纈 慎二
3 副会⾧ 有識者 高木 應俊 3 評議員 東野体育協会 足立 幸秀
4 副会⾧ 有識者 藤井 輝彦 4 評議員 三郷町体育協会 舘林 芳香
5 副会⾧ 有識者 澤村 憲生 5 評議員 武並町体育協会 安田 茂雄
6 副会⾧ 有識者 髙木 良直 6 評議員 笠置町体育協会 山本 宗典
7 副会⾧ 有識者 市川 克典 7 評議員 中野方体育協会 柘植 英明
8 専務理事 有識者 三浦 幸慈 8 評議員 飯地町体育協会 柘植 桂次
9 理事 大井町スポーツ協会 盛田 創一 9 評議員 岩村町体育協会 後藤 唯人

10 理事 ⾧島町体育協会 小林 隆彦 10 評議員 山岡町体育協会 西尾 嘉仁
11 理事 東野体育協会 千藤 富久 11 評議員 明智町体育協会 梅村 吾三
12 理事 三郷町体育協会 小林 敏博 12 評議員 串原体育協会 川上 瑛
13 理事 武並町体育協会 和合 薫 13 評議員 上矢作町体育協会 安藤 耕介
14 理事 笠置町体育協会 渡邉 高根 14 評議員 陸上競技協会 後藤 治己
15 理事 中野方町体育協会 福井 喜章 15 評議員 軟式野球連盟 鈴木  勲
16 理事 飯地町体育協会 曽我 良久 16 評議員 ソフトボール協会 秋山 茂登雄
17 理事 岩村町体育協会 藤井 孝司 17 評議員 弓道連盟 鈴木 隆文
18 理事 山岡町体育協会 伊藤 宣晃 18 評議員 卓球協会 早川 恵美子
19 理事 明智町体育協会 鈴木 一彦 19 評議員 柔道協会 伊藤 勇貴
20 理事 串原体育協会 三宅 勝彦 20 評議員 剣友会 西尾 高司
21 理事 上矢作町体育協会 安藤 博己 21 評議員 水泳協会 渡邊 祥夫
22 理事 陸上競技協会 山内 孝次 22 評議員 ソフトテニス連盟 宮地 賢治
23 理事 軟式野球連盟 伊佐地 恒男 23 評議員 バレーボール協会 野﨑 博司
24 理事 ソフトボール協会 丸山 年道 24 評議員 サッカー連盟 橋本 卓也
25 理事 剣友会 鈴村 衛功 25 評議員 クレー射撃協会 藤本 勝彦
26 理事 ママさんﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟 成瀬 玲子 26 評議員 バドミントン協会 松田 博隆
27 理事 水泳協会 都筑 宏 27 評議員 スケート連盟 曽我 健二
28 理事 卓球協会 樋田 雅史 28 評議員 スキー協会 西村 恭平
29 理事 スケート連盟 度会 正彦 29 評議員 アーチェリー協会 土方 敏晴
30 理事 テニス協会 石田 裕道 30 評議員 ママさんﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟 丸山 美姫子
31 理事 中学校体育連盟(恵那北中学校) 上田 哲也 31 評議員 バスケットボール協会 宮川 喜久
32 理事 スポーツ少年団 阪上 千代志 32 評議員 ラグビーフットボールクラブ 藤井  学
33 理事 マレットゴルフ協会 渡辺 高幸 33 評議員 テニス協会 佐藤 いづみ
34 理事 市内総合型スポーツクラブ連絡協議会 阿部 道⾧ 34 評議員 ゲートボール協会 藤井 重夫
35 理事 教育委員会スポーツ課 服藤 知晃 35 評議員 中学校体育連盟 丸山 成之

1 監事 有識者 森  直 36 評議員 スポーツ少年団 牧瀬 和秀
2 監事 有識者 西尾 義男 37 評議員 ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会 ⾧屋 香代子

38 評議員 マレットゴルフ協会 近藤 英雄
39 評議員 小学校体育振興会 平岡 淳
40 評議員 市内総合型スポーツクラブ連絡協議会 柘植 良人
41 評議員 恵那市教育委員会事務局⾧ ⾧谷川 幸洋
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(公財)恵那市体育連盟


