
FY1984 FY1985 FY1986 FY1987 FY1988 FY1989 FY1990 FY1991 FY1992 FY1993 FY1994 FY1995 FY1996 FY1997 FY1998 FY1999

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 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

改選 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

井上 喜重郎 井上 喜重郎 井上 喜重郎 井上 喜重郎 原 光生 原 光生 原 光生 原 光生 飯田庄吉 飯田 庄吉 飯田 庄吉 飯田 庄吉 飯田 庄吉

飯田 庄吉

三沢 圭介 三沢 圭介 三沢 圭介 三沢 圭介 三沢 圭介 三沢 圭介 帖佐 修平 帖佐 修平 帖佐修平 帖佐 修平 帖佐 修平 帖佐 修平 帖佐 修平

文挾 広信 文挾 広信 文挾 広信 文挾 広信 文挾 広信 文挾 広信 文挾 広信 文挾 広信 上沼　緑 上沼 緑 上沼 緑 上沼 緑 上沼 緑

上沼 緑 上沼 緑 上沼 緑 上沼 緑 上沼 緑 上沼 緑 上沼 緑 上沼 緑

理事長 鈴木 善博 鈴木 善博 鈴木 善博 帖佐 修平 帖佐 修平 帖佐 修平 尾又 順一 尾又 順一 浜　勉 浜 勉 浜 勉 浜 勉 浜 勉

清水 英二 清水 英二 清水 英二 清水 英二 清水 英二 今井 博一 今井 博一 入野友蔵 入野 友蔵 入野 友蔵 入野 友蔵 今井 博一

浜 光彦 浜 光彦 浜 光彦 浜 光彦 浜　光彦 浜 光彦 浜 光彦 浜 光彦 浜 光彦

小林 康孝 小林 康孝

事務局

杉本 晋太郎 杉本 晋太郎 杉本 晋太郎 杉本 晋太郎 杉本 晋太郎 杉本 晋太郎 杉本 晋太郎 杉本 晋太郎 杉本晋太郎 杉本 晋太郎 杉本 晋太郎 杉本 晋太郎 宮坂 光敏

藤森 保代 藤森 保代 藤森 保代 藤森 保代 藤森 保代 今沢 明美 五味 優子 堀内 優子 小口みさき 小口 みさき 小口 みさき 小口 みさき 久保 雅子

総務部 部長 尾又 順一 尾又 順一 尾又 順一 浜 勉 浜 勉 浜 勉 浜 勉 浜 勉 笠原祥一 笠原 祥一 笠原 祥一 笠原 祥一 北村 俊二

副部長 小坂 のり子 村上 弘行 村上 弘行 笠原 祥一 笠原 祥一 笠原 祥一 北村 俊二 北村 俊二 北村 俊二 北村 俊二 太田 浩則

田中 貴 田中 貴 田中 貴

IT企画部 部長

副部長

強化・指導部 部長 堀内 忠美 堀内 忠美 堀内忠美 堀内 忠美 堀内 忠美 堀内 忠美 尾又 道子

副部長 尾又 道子 尾又 道子 尾又 道子 尾又 道子 堀内 忠美

丸山 稔

武居 啓太

指導部 部長 浜 光彦 今井 博一 今井 博一 今井 博一 今井 博一 今井 博一

副部長 飯島 俊治 小池 佐良 小池 佐良 堀内 忠美

宮下 三郎

強化部 部長

副部長

競技部 部長 清水 英二 帖佐 修平 帖佐 修平 浜 光彦 浜 光彦 浜 光彦 依田 和衛 依田 和衛 依田和衛 依田 和衛 依田 和衛 依田 和衛 依田 和衛

副部長 岡 秀明 塩原 高男 塩原 高男 塩原 高男 塩原 高男 塩原 高男 武居 啓太 武居 啓太 武居 啓太 武居 啓太 小坂 めぐみ

清水 英二 清水 英二 林 信行 丸山 稔 丸山 稔 丸山 稔 丸山 稔 花岡 史浩

山田 剛司 山田 剛司 鮎沢 利和

レイティング 入野 友蔵 入野 友蔵

ジュニア部長 部長 原 光生 原 光生 尾又 順一 尾又 順一 尾又 順一 小口 勝 小口 勝 堀江啓夫 堀江 啓夫 田中 貴 田中 貴 田中 貴

副部長 入野 友蔵 入野 友蔵 入野 友蔵 美濃羽 嘉樹 美濃羽 嘉樹 美濃羽 嘉樹 美濃羽 嘉樹 美濃羽 嘉樹 美濃羽 嘉樹 美濃羽 嘉樹

山岡 永生 小口 勝 小口 勝 堀江 啓夫 堀江 啓夫 中 一弘 中 一弘 堀江 啓夫 堀江 啓夫

早朝部 部長 原 光生 小林 康孝 小林 康孝 大井 毅 大井 毅 大井毅 大井 毅 金原 俊雄 金原 俊雄 金原 俊雄

副部長 小林 康孝 北村 俊二 今井 正喜 今井 正喜 今井 正喜 御子柴 健一 御子柴 健一 下條 正清 下條 正清 下條 正清

笠原 壮平 笠原 壮平 大井 毅 鮎沢 巻雄 鮎沢 巻雄

普及部 部長

副部長

婦人部 部長 小口 朝子 小口 貞子

副部長 高橋 静子

鈴木 善博 鈴木 善博 藤牧 護 清水 英二 清水 英二 茅野勝彦 茅野 勝彦 茅野 勝彦 茅野 勝彦 茅野 勝彦

小林 睦巳 小林 睦巳 宮沢 平八郎 宮沢 平八郎 宮沢 平八郎 宮坂平八郎 宮沢 平八郎 宮沢 平八郎 宮沢 平八郎 宮沢 平八郎

牛山 国博 小林 睦巳 小林 睦巳

浜野 修一 徳武 省三 徳武 省三

名誉会長

相談役 飯田 庄吉 飯田 庄吉 飯田 庄吉 飯田 庄吉 原　光生 原 光生

飯田 庄吉 飯田 庄吉 飯田 庄吉 原 光生 原 光生 原 光生

小口 栄 小口 栄 小口 栄

三沢 靖弘 三沢 靖弘 三沢 靖弘 三沢 靖弘

宮沢 平八郎 宮沢 平八郎 宮沢 平八郎 宮沢 平八郎

藤牧 護 藤牧 護 藤牧 護 藤牧 護

顧問

会長

副会長

副理事長

会計

監事

幹事



FY2000 FY2001 FY2002 FY2003 FY2004 FY2005 FY2006 FY2007 FY2008 FY2009 FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022

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 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 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

改選 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

飯田 庄吉 帖佐 修平 帖佐 修平 帖佐 修平 帖佐 修平 尾又 順一 尾又 順一 尾又 順一 尾又 順一 浜 勉 浜 勉 浜 勉 浜 勉 浜 勉 浜 勉 浜 勉 浜 勉 今井 博一 今井 博一 今井 博一 今井 博一 今井 博一

帖佐 修平 尾又 順一 尾又 順一 尾又 順一 尾又 順一 上沼 緑 上沼 緑 上沼 緑 上沼 緑 今井 博一 今井 博一 今井 博一 今井 博一 今井 博一 今井 博一 今井 博一 今井 博一 尾又 道子 尾又 道子 尾又 道子 尾又 道子 尾又 道子

上沼 緑 上沼 緑 上沼 緑 上沼 緑 上沼 緑 浜 勉 浜 勉 浜 勉 浜 勉 尾又 道子 尾又 道子 尾又 道子 尾又 道子 尾又 道子 尾又 道子 尾又 道子 尾又 道子 堀内 忠美

浜 勉 浜 勉 依田 和衛 依田 和衛 依田 和衛 依田 和衛

理事長 浜 勉 浜 勉 浜 勉 今井 博一 依田 和衛 依田 和衛 依田 和衛 依田 和衛 依田 和衛 尾又 順一 尾又 順一 尾又 順一 尾又 順一 尾又 順一 尾又 順一 尾又 順一 尾又 順一 堀内 忠美 堀内 忠美 太田 知則 太田 知則 太田 知則

今井 博一 今井 博一 今井 博一 福沢 久雄 福沢 久雄 福沢 久雄 福沢 久雄 福沢 久雄 福沢 久雄 堀内 忠美 堀内 忠美 堀内 忠美 堀内 忠美 堀内 忠美 堀内 忠美 堀内 忠美 堀内 忠美 太田 知則 太田 知則 米山 さなえ 米山 さなえ 米山 さなえ

浜 光彦 福沢 久雄 福沢 久雄 丸山 稔 丸山 稔 丸山 稔 丸山 稔 尾又 道子 尾又 道子 矢崎 正幸 矢崎 正幸 北村 和己 北村 和己 太田 知則 太田 知則 太田 知則 太田 知則 米山 さなえ 米山 さなえ 堀内 忠美 堀内 忠美 依田 和衛

依田 和衛 井上 明美 井上 明美 井上 明美 井上 明美 米山 さなえ 米山 さなえ 依田 和衛 依田 和衛 矢崎 正幸

矢崎 正幸 矢崎 正幸

事務局 尾又 順一 尾又 順一 尾又 順一 尾又 順一 尾又 順一

宮坂 光敏 坂田 秀文 坂田 秀文 矢崎 正幸 矢崎 正幸 矢崎 正幸 矢崎 正幸 矢崎 正幸 矢崎 正幸 五味 秀子 高坂 秀子 大和 優子 大和 優子 井上 明美 井上 明美 井上 明美 井上 明美 井上 明美 井上 明美 井上 明美 井上 明美 井上 明美

久保 雅子 宮坂 光敏 宮坂 光敏 坂田 秀文 坂田 秀文 坂田 秀文 坂田 秀文 五味 秀子 五味 秀子 大和 優子 大和 優子 高坂 秀子 高坂 秀子 大和 優子 大和 優子 大和 優子 大和 優子 大和 優子 大和 優子 林 和子 林 和子 林 和子

高坂 秀子 高坂 秀子 米山 さなえ 米山 さなえ 米山 さなえ

総務部 部長 北村 俊二 北村 俊二 北村 俊二 北村 俊二 北村 俊二 堀内 忠美 堀内 忠美 堀内 忠美 堀内 忠美 小口 恭子 小口 恭子 市村 基春 市村 基春 市村 基春 市村 基春 市村 基春 市村 基春 小松 茂 小松 茂 小松 茂 小松 茂 小松 茂

副部長 太田 浩則 太田 浩則 太田 浩則 太田 浩則 太田 浩則 北村 俊二 北村 俊二 北村 俊二 北村 俊二 市村 基春 市村 基春 小口 恭子 小口 恭子 小松 茂 小松 茂 小松 茂 小松 茂 笠原 卓也 笠原 卓也 笠原 卓也 笠原 卓也 笠原 卓也

小口 恭子 小口 恭子 高木 わか子 高木 わか子 伊藤 京子 伊藤 京子 伊藤 京子 伊藤 京子 伊藤 京子 伊藤 京子 伊藤 京子 伊藤 京子 伊藤 京子

三沢 遥 三沢 遥 市村 基春 市村 基春 平川 綾 今井 綾 今井 綾

IT企画部 部長 堀内 忠美 堀内 忠美 小口 恭子 小口 恭子 小口 恭子 小口 恭子 小口 恭子 小口 恭子 小口 恭子

副部長 小口 恭子 小口 恭子 小口 礼子 小口 礼子 小口 礼子 小口 礼子 小口 礼子

強化・指導部 部長 尾又 道子

副部長 堀内 忠美

丸山 稔

武居 啓太

指導部 部長 尾又 道子 尾又 道子 鮎沢 利和 鮎沢 利和 鮎沢 利和 鮎沢 利和 野邊 隆浩 野邊 隆浩 矢崎 晴彦 矢崎 晴彦 野邊 隆浩 野邊 隆浩 野邊 隆浩 野邊 隆浩 野邊 隆浩 野邊 隆浩 田畑 淳 田畑 淳 田畑 淳 田畑 淳 田畑 淳

副部長 堀内 忠美 堀内 忠美 武居 啓太 武居 啓太 武居 啓太 武居 啓太 武居 啓太 武居 啓太 野邊 隆浩 野邊 隆浩 小野 直哉 小野 直哉 小野 直哉 小野 直哉 田畑 淳 田畑 淳 野邊 隆浩 野邊 隆浩 野邊 隆浩 野邊 隆浩 野邊 隆浩

鮎沢 利和 鮎沢 利和 山岡 慎一 山岡 慎一 山田 裕直 山田 裕直 信澤 久仁子 野邊 久仁子 矢崎 俊介 矢崎 俊介 田畑 淳 田畑 淳 田畑 淳 田畑 淳 藤森 みどり 藤森 みどり 藤森 みどり 藤森 みどり 藤森 みどり 藤森 みどり 藤森 みどり

武居 啓太 武居 啓太 山田 裕直 矢崎 晴彦 矢崎 晴彦 田村 麻衣 田村 麻衣 田村 麻衣 田村 麻衣 田村 麻衣 田村 麻衣 田村 麻衣

横内 光 横内 光 横内 光

強化部 部長 太田 知則 太田 知則 太田 知則 太田 知則 太田 知則 太田 知則 林 裕直 田中 善和 田中 善和 田中 善和 田中 善和 田中 善和 今井 友博 今井 友博 今井 友博

副部長 大浦 信輔 大浦 信輔 大浦 信輔 大浦 信輔 大浦 信輔 大浦 信輔 大浦 信輔 大浦 信輔 大浦 信輔 大浦 信輔 今井 友博 今井 友博 田中 善和 田中 善和 田中 善和

太田 智美 太田 智美 矢崎 朋美 矢崎 朋美 長谷川 朋美 長谷川 朋美 田中 善和 林 裕直 平川 綾 平川 綾 今井 晃徳 今井 晃徳 今井 晃徳

競技部 部長 依田 和衛 丸山 稔 丸山 稔 太田 知則 太田 知則 太田 知則 太田 知則 山田 裕直 林 裕直 林 裕直 林 裕直 林 裕直 林 裕直 村松 拓也 村松 拓也 小野 直哉 小野 直哉 小野 直哉 小野 直哉 小野 直哉 小野 直哉 小野 直哉

副部長 小坂 めぐみ 小坂 めぐみ 小坂 めぐみ 小坂 めぐみ 小坂 めぐみ 小坂 めぐみ 小坂 めぐみ 林 将昭 林 将昭 田中 善和 田中 善和 田中 善和 田中 善和 斉藤 めぐみ 斉藤 めぐみ 斉藤 めぐみ 斉藤 めぐみ 斉藤 めぐみ 斉藤 めぐみ 斉藤 めぐみ 斉藤 めぐみ 斉藤 めぐみ

花岡 史浩 依田 和衛 依田 和衛 宮沢 恵美 宮沢 恵美 太田 智美 太田 智美 太前 絵里 太前 絵里 太前 絵里 太前 絵里 太前 絵里 太前 絵里 小林 優 小林 優 村松 拓也 村松 拓也 村松 拓也 村松 拓也 村松 拓也 村松 拓也 村松 拓也

鮎沢 利和 村松 拓也 村松 拓也 太田 知則 太田 知則 今井 友博 今井 友博 岩崎 綾及 岩崎 綾及 岩崎 綾及

レイティング

ジュニア部長 部長 田中 貴 田中 貴 田中 貴 尾又 道子 尾又 道子 尾又 道子 尾又 道子 斉藤 めぐみ 斉藤 めぐみ 米山 さなえ 米山 さなえ 米山 さなえ 米山 さなえ 米山 さなえ 米山 さなえ 尾又 順一 尾又 順一 尾又 順一 尾又 順一 小口 智 小口 智 小口 智

副部長 美濃羽 嘉樹 浜 光彦 浜 光彦 浜 光彦 浜 光彦 浜 光彦 浜 光彦 浜 光彦 浜 光彦 鮎沢 利和 鮎沢 利和 鮎沢 利和 鮎沢 利和 鮎沢 利和 鮎沢 利和 尾又 道子 尾又 道子 小口 智 小口 智 尾又 順一 尾又 順一 尾又 順一

野邊 隆浩 野邊 隆浩 野邊 隆浩 野邊 隆浩 鮎沢 利和 鮎沢 利和 倉科 就一 倉科 就一 倉科 匠 倉科 匠 米山 さなえ 米山 さなえ 尾又 道子 尾又 道子 尾又 道子 尾又 道子 尾又 道子

田中 涼 田中 涼 田中 涼 田中 涼 山田 史恵 山田 史恵 米山 さなえ 米山 さなえ 米山 さなえ 米山 さなえ 米山 さなえ

山田 史恵 山田 史恵 山田 史恵 山田 史恵 山田 史恵

鬼窪 潤 鬼窪 潤 鬼窪 潤 鬼窪 潤 小平 宏

早朝部 部長 金原 俊雄 小口 郷生 小口 郷生 小口 郷生 小口 郷生 林 和彦 林 和彦

副部長 下條 正清 林 和彦 林 和彦 林 和彦 林 和彦 北村 和己 北村 和己

普及部 部長 北村 和己 北村 和己 北村 和己 北村 和己 小川 陽平 小川 陽平 小川 陽平 小川 陽平 高坂 広志 高坂 広志 森田 理誠 森田 理誠 森田 理誠 森田 理誠 森田 理誠

副部長 小野 陽子 小野 陽子 小野 陽子 小野 陽子 丸山 薫 丸山 薫 丸山 薫 丸山 薫 金原 寿美子 金原 寿美子 高坂 広志 高坂 広志 市村 基春 市村 基春 市村 基春

林 和彦 林 和彦 小川 陽平 小川 陽平 上条 和之 上条 和之 高坂 広志 高坂 広志 森田 理誠 森田 理誠 金原 寿美子 金原 寿美子 金原 寿美子 金原 寿美子 金原 寿美子

金原 寿美子 金原 寿美子 高坂 秀子 高坂 秀子

婦人部 部長

副部長

茅野 勝彦 茅野 勝彦 茅野 勝彦 市村 基春 市村 基春 市村 基春 市村 基春 市村 基春 市村 基春 笠原 祥一 笠原 祥一 笠原 祥一 笠原 祥一 笠原 祥一 笠原 祥一 笠原 祥一 笠原 祥一 市村 基春 市村 基春 市村 基春 市村 基春 市村 基春

宮沢 平八郎 笠原 祥一 笠原 祥一 笠原 祥一 笠原 祥一 笠原 祥一 笠原 祥一 笠原 祥一 笠原 祥一 今井 仁 今井 仁 今井 仁 今井 仁 今井 仁 今井 仁 今井 仁 今井 仁 今井 仁 今井 仁 今井 仁 今井 仁 今井 仁

名誉会長 飯田 庄吉 飯田 庄吉 飯田 庄吉 飯田 庄吉 帖佐 修平 帖佐 修平 帖佐 修平 帖佐 修平 帖佐 修平 帖佐 修平 帖佐 修平 帖佐 修平 帖佐 修平 帖佐 修平 帖佐 修平 帖佐 修平

相談役 原 光生 原 光生

原 光生 原 光生 原 光生 原 光生 原 光生 飯田 庄吉 飯田 庄吉 飯田 庄吉 飯田 庄吉 飯田 庄吉 飯田 庄吉 飯田 庄吉 飯田 庄吉 飯田 庄吉 飯田 庄吉 飯田 庄吉 飯田 庄吉 飯田 庄吉 飯田 庄吉 飯田 庄吉 飯田 庄吉 飯田 庄吉

上沼 緑 上沼 緑 上沼 緑 上沼 緑 上沼 緑 上沼 緑 上沼 緑 上沼 緑 上沼 緑 上沼 緑 上沼 緑 上沼 緑 上沼 緑

帖佐 修平 帖佐 修平 帖佐 修平 帖佐 修平 帖佐 修平

浜 勉 浜 勉 浜 勉 浜 勉 浜 勉

顧問

会長

副会長

副理事長

会計

監事

幹事


