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第７７回国民体育大会
大　会　役　員

名 誉 会 長 末　松　信　介

会 長 伊　藤　雅　俊

副 会 長 遠　藤　利　明 泉　　　正　文 草　野　満　代 森　岡　裕　策
室　伏　広　治 福　田　富　一

顧 問 張　　　富士夫 森　　　喜　朗 安　西　孝　之 岡　崎　助　一
ヨーコ　ゼッターランド 池　田　めぐみ 今　浦　千　信 具志堅　幸　司
小　柳　勝　彦 坂　元　　　要 高　井　志　保 髙　野　瑞　洋
長　島　昭　久 平　藤　　　淳 細　貝　和　司 増　田　和　伯
丸　山　由　美 安　井　克　久 山　倉　紀　子 山　下　泰　裕
佐　藤　直　子 中　井　敬　三 森　井　じゅん 風　間　　　明
鷲　見　全　弘 湯　川　和　之 若　月　　　等 木　村　　　新
内　藤　貴　詞 菊　池　浩　吉 村　上　成　司 瀧　澤　康　二
中　村　彰　久 天　野　好　人 末　柄　　　勝 川　北　達　也
小宮山　哲　雄 湧　永　寛　仁 野　際　照　章 前　原　正　浩
山　口　　　宏 南　　　和　文 末　松　英　司 中　里　壮　也
丹　藤　勇　一 増　田　規一郎 袴　田　登喜造 藤　原　崇　郎
山　﨑　勝　洋 眞　下　　　昇 山　口　徹　正 宮　﨑　利　帳
栗　原　茂　夫 建　部　彰　弘 市　野　保　己 本　戸　歳　知
中　村　ゆり子 齋　藤　良太郎 谷田部　和　彦 富　澤　和　美
井　上　　　弘 岡　﨑　　　温 永　田　圭　司 浪　岡　正　行
髙　村　　　卓 園　山　和　夫 坂　田　洋　治 衣　笠　　　剛
知　念　かおる 田　邊　哲　人 城　門　政　文 田　中　壯一郎
碓　井　　　進 茂　野　直　久 生　島　典　明 大　沢　陽　子
古　舘　慶　之 茂　木　　　優 奥　山　雅　信 根　本　　　聡
松　本　博　崇 越　川　　　均 須　貝　謙　治 今　西　博　一

（順不同・敬称略）
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顧 問 茅　野　繁　巳 老　月　　　守 向　田　和　義 南　部　則　雄
福　永　秀　樹 箕輪田　　　晃 村　木　輝　行 原　　　克　彦
木　村　孝一郎 山　本　誠　三 廣　瀬　雅　樹 福　井　基　雄
南　　　正　晃 山　﨑　嘉　彦 松　井　　　守 久保田　文　也
河　村　祐　一 高　井　信　一 寺　尾　和　祝 刈　谷　好　孝
城　戸　英　敏 辛　木　秀　子 渡　邉　達　也 佐　多　裕　之
渡嘉敷　通　之 山　田　登志夫 大河原　嘉　朗 黒　川　光　隆
飯　田　路　佳 奈　良　　　隆 小　菅　　　司 寺　澤　正　孝
大　山　加　奈 山　口　純　子 池　田　佳　隆 高　橋　はるみ
義　本　博　司 丸　山　洋　司 矢　野　和　彦 串　田　俊　巳
尾　縣　　　貢 鈴　木　大　地 田　嶋　　幸三 山　西　健一郎
坂　田　東　一 中曽根　弘　文 内　田　貞　信 川　合　俊　一
藤　田　直　志 三　屋　裕　子 富　山　英　明 馬　場　益　弘
三　宅　義　行 松　村　正　之 安　道　光　二 藤　重　貞　慶
武　内　繁　和 千　　　玄　室 武　井　　　壮 三　宅　　　豊
関　根　義　雄 松　丸　喜一郎 稲　川　泰　弘 森　　　重　隆
丸　　　誠一郎 成　田　昌　憲 安　倍　晋　三 笹　川　　　堯
番　匠　幸一郎 佐　藤　浩　市 北　川　　　薫 竹　田　恆　正
岩　城　光　英 寶　　　　　馨 松　浦　正　人 今　川　啓　一
古　城　資　久 荒　川　裕　生 佐々木　郁　夫 達　増　拓　也
鈴　木　省　三 鶴　田　有　司 吉　村　美栄子 須　佐　喜　夫
大井川　和　彦 遠　藤　祐　司 大　野　元　裕 熊　谷　俊　人
山　本　　　博 鴻　　　義　久 髙　野　　　剛 馬　場　潤一郎
阿　部　守　一 新　田　八　朗 馳　　　　　浩 杉　本　達　治
川　勝　平　太 大　村　秀　章 向　井　弘　光 田　口　義　隆
河　本　英　典 西　脇　隆　俊 牧　野　明　次 齋　藤　元　彦
池　田　誠　也 仁　坂　吉　伸 林　　　昭　男 越　宗　孝　昌
神　出　　　亨 村　岡　嗣　政 佐　野　年　計 柿　内　愼　一
大　塚　岩　男 青　木　章　泰 服　部　誠太郎 山　口　祥　義
中　村　法　道 甲　斐　隆　博 麻　生　益　直 春　山　豪　志
塩　田　康　一 玉　城　デニー 船　田　　　元 福　田　昭　夫
簗　　　和　生 佐　藤　　　勉 茂　木　敏　充 五十嵐　　　清
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顧 問 藤　岡　隆　雄 上　野　通　子 高　橋　克　法 渡　辺　喜　美
山　形　修　治 阿久澤　真　理 古　澤　利　通 佐　藤　栄　一
古　口　達　也 君　島　孝　明 益　子　純　恵 久　保　元　芳

参 与 星　野　芳　隆 今　井　裕　一 和　田　　　訓 原　口　大　志
池　田　　　忠 青　木　克　明 阿　部　寿　一 阿　部　博　美
石　坂　　　太 板　橋　一　好 一　木　弘　司 岩　崎　　　信
岡　部　光　子 加　藤　正　一 加　藤　雄　次 金　子　武　蔵
木　村　好　文 小　池　篤　史 小　菅　哲　男 琴　寄　昌　男
小　林　達　也 佐　藤　　　良 小　林　幹　夫 塩　田　ひとし
白　石　資　隆 関　谷　暢　之 五月女　裕久彦 相　馬　政　二
高　山　和　典 螺　良　昭　人 中　島　　　宏 中　屋　　　大
西　村　しんじ 野　澤　和　一 野　村　せつ子 早　川　桂　子
日向野　義　幸 平　池　紘　士 保　母　欽一郎 松　井　正　一
三　森　文　徳 山　口　恒　夫 山　田　みやこ 湯　澤　英　之
横　松　盛　人 吉　羽　　　茂 渡　辺　幸　子 北　村　一　朗
末　永　洋　之 金　子　達　也 陣　内　雄　次 板　橋　信　行
鈴　木　純美子 工　藤　敬　子 小　川　俊　彦 鈴　木　英　樹
國　井　隆　弘 野　原　恵美子 小野寺　一　行 仲　山　信　之
辻　　　真　夫 青　栁　俊　明 坂　井　康　一 北　條　俊　明
大　橋　哲　也 清　水　正　則 伊　藤　美智雄 桐　渕　ゆ　か
野　井　祐　一 髙　橋　　　彰 吉　成　　　卓 坂　本　宏　夫
栁　田　利　夫 清　水　武　治 國　谷　　　優 髙　橋　　　高
熊　倉　一　臣 大　川　直　邦 栗　原　丈　晴 松　本　和　士
青　木　　　勲 藤　井　昌　一 福　田　徳　一 齋　藤　高　藏
松　下　正　直 吉　田　　　元 荻　原　正　寿 稲　野　秀　孝
関　根　房　三 柳　田　京　子 梅　澤　啓　子 内　藤　　　進
金　田　　　淳

委 員 長 大　野　敬　三

副 委 員 長 岡　　　達　生 南　野　圭　史 橋　本　陽　夫
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総 務 委 員 菊　　　幸　一 鈴　木　浩　二 飯　坂　尚　登 今　井　純　子
小　野　　　力 川　原　　　貴 坂　井　利　郎 菅　原　哲　朗
松　田　基　子 松　永　敬　子 三ケ田　礼　一 森　丘　保　典
山　本　　　浩 髙　崎　淳　也 橋　　　憲　市 千代森　修　一
坂　口　純　弘 浅　沼　道　生 石　松　英　昭 宮　原　耕　史
川内野　　　修 畠　山　　　剛 山　室　元　史 佐々木　重　夫
伊　藤　明　徳 河　本　　　弘 岡　本　友　章 金　沢　　　敬
江　橋　千　晴 吉　原　暁　憲 柏　瀬　　　仁 大　牧　　　稔
石　松　英　昭

委 員 平　野　　　了 髙　橋　聖　一 植　田　昌　利 松　本　康　夫
山　本　伊知郎 千　野　雅　人 小山田　裕　二 小　泉　芳　孝
佐久間　裕　司 品　田　奥　義 濱　野　　　勉 黒　川　重　男
舟　喜　信　生 髙　野　　　修 坂井田　米　治 安　藤　正　美
金　﨑　正　久 小　林　三　郎 平　　　真　一 藤　熊　　　昇
西　田　孝　宏 田　口　大　祐 鍵　山　　　博 網　代　忠　宏
岸　川　剛　之 西　原　斗司男 後　藤　明　男 日　下　修　次
長　南　哲　生 衛　藤　敬　輔 丸　石　　　博 中　段　亜由美
佐　藤　直　亮 山　中　博　史 小　倉　好　正 関　根　明　子
中　山　二三男 野　上　　　順 吉　田　由美子 杉　本　好　二
東　野　眞理子 田　中　　　徹 川　口　雅　三 永　井　太　介
富　澤　佑　也 小　竹　純　太 松　尾　悠　衣 佐　藤　　　梢
小河原　百　映 髙　﨑　淳　也 成　瀬　幸　宏 筒　井　諒太郎
橋　本　元　樹 角　藤　大　樹 久　田　晴　生 内　海　隆　博
太　田　よう子 宇　田　俊太郎 髙　田　祥　伍 若　井　江　利
小笠原　　　博 今　野　　　順 齊　藤　　　譲 武　田　浩　一
滝　田　勝　彦 中　嶋　正　宏 井　出　　　仁 林　　　泰　章
荻　布　佳　子 石　川　惠一朗 柏　木　佳　久 中　尾　俊　治
荒　木　一　聡 米　田　康　彦 吉　冨　秀　明 田部　長右衛門
宮　滝　寛　己 分　木　秀　樹 荒　木　健　治 平　江　公　一
加　藤　寛　章 瑞慶覧　長　行 大　垣　正　雄 竹　澤　智　明
島　田　充　高 渡　辺　直　人 荒　川　髙　志 綾　部　吉　也


