
 関係団体名  　〒 事　務　局　 住   所         電話 Email

公益財団法人 新宿区霞ヶ丘町４番２号
 TEL  050-1746-
8410

日本陸連 　JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE　9階
 FAX  050-3588-
1869

一般財団法人 新潟市中央区清五郎６７番地１２  TEL  025-257-7636

新潟陸協        デンカビッグスワンスタジアム内  FAX  025-257-7691 nrkk@guitar.ocn.ne.jp

 一般財団法人 富山市南中田386番地  TEL  076-461-5917

富山陸協    富山県総合運動公園陸上競技場内  FAX  076-461-5927 trk1942@tea.ocn.ne.jp

一般財団法人 福井市三十八社町３３－６６  TEL  0776-38-0360

福井陸協 フクビ化学工業株式会社内  FAX  0776-38-0361 fukui-rikkyo@clock.ocn.ne.jp

公益財団法人 金沢市稚日野町北２２２  TEL  076-268-3100

石川県体育協会          いしかわ総合スポーツセンター  FAX  076-268-3188 info@ishikawa-sports.or.jp

 TEL  076-253-0646

 FAX  076-253-0044 info@ishikawa-jpa.jp

 県中体連 金沢市高尾台1-128　高尾台中学校  TEL  076-298-6931

陸上競技専門部 小竹　淳  FAX  076-298-9936 evolution2194@gmail.com

 TEL  076-252-1225

 FAX  076-252-5274 jimukyoku@ishikawa-koutairen.jp

 県高体連 小松市丸内町二ノ丸１５　小松高校  TEL  0761-22-3250

陸上競技専門部 角橋　茂則   FAX 0761-22-3251 kadohashi0425@yahoo.co.jp

 石川学生 金沢市角間町　金沢大学　岩田研究室  TEL  076-264-5566

陸上競技連盟 岩田　英樹  FAX  076-234-4117 iwata@ed.kanazawa-u.ac.jp

石川実業団 金沢市御所町2―46　稲置学園総合運動場  TEL  076-253-0095

陸上競技連盟 北川　潔  FAX  076-253-0095  k.kitagawa@p2222.nsk.ne.jp

石川マスターズ 羽咋市千里浜町リ１０３－３
 TEL  090-9440-
6308

陸上競技連盟 石田　秀雄 ishida.hideo@po4.nsk.ne.jp

石川パラ 金沢市岸川町ナ１－２１  TEL  076-258-6058

陸上競技連盟 井上　明浩  FAX  076-258-6058 a-inoue@seiryo-u.ac.jp

  北陸陸協当番県 2021 富山陸協（trk1942@tea.ocn.ne.jp）

　　(北陸選手権） 2022 石川陸協（spus4229@spice.ocn.ne.jp）

2023 福井陸協（fukui-rikkyo@clock.ocn.ne.jp）

2024 新潟陸協（nrkk@guitar.ocn.ne.jp）

 2025 富山陸協（trk1942@tea.ocn.ne.jp）

金沢市鳴和2-10-60　鳴和中学校

920-0102

920-0804

925-0054

918-8585

921-8155

920-1192

920-0813

920-0355

923-8646

950-0933

939-8234

対　外　関　係

関　係　団　体　事　務　局　　一　覧　

県高体連事務局 920-0818 金沢市大樋町１６－１　金沢桜丘高校

県中体連事務局

160-0013

参　与 永江　庸悦 理　事 松本　　彰

副会長 宮地　　治 評議員 中嶋　敏一

理  事 藤垣　晴夫 県体委員 中　　秀司

理　事 澤田　剛紀 21/22理　事 片岡雅彦（福井県）

理　事 福井　有澄   23/24理　事           新潟県

北 陸 陸 協

石川県体協

(公財)日本陸連



役　職　名 氏　名 〒 所　　属　　住　　所

石川県知事 谷本　正憲 920-8580 金沢市鞍月１丁目１

石川県教育委員会教育長 徳田　　博 920-8575 金沢市鞍月１丁目１

金沢市長 山野　之義 920-8577 金沢市広坂１丁目１－１

七尾市長 茶谷　義隆 926-8611 七尾市袖ヶ江町イ２５

小松市長 宮橋　勝栄 923-8650 小松市小馬出町９１

輪島市長 梶　　文秋 928-8525 輪島市二ツ屋町２－２９

珠洲市長 泉谷満寿裕 927-1295 珠洲市上戸町北方１－６－２

加賀市長 宮元　　陸 922-8622 加賀市大聖寺南町ニ４１

羽咋市長 岸　　博一 925-8501 羽咋市旭町ア２００

かほく市長 油野和一郎 929-1195 かほく市宇野気ニ８１

白山市長 山田　憲昭 924-8688 白山市倉光２丁目１

能美市長 井出　敏朗 923-1297 能美市来丸町1110番地

野々市市長 粟　　貴章 921-8510 野々市市三納１丁目1

北國新聞社 社長 温井　　伸 920-8588 金沢市南町２－１

中日新聞 北陸本社代表 前田　昌彦 920-8573 金沢市駅西本町2-12-30

北陸放送代表取締役社長 吉藤　　徹 920-8560 金沢市本多町３－２－１

石川テレビ代表取締役社長 林　　寛子 920-0352 金沢市観音堂町チ１８

テレビ金沢代表取締役社長 築田　和夫 920-0386 金沢市古府２丁目１３６

ＮＨＫ金沢 放送局長 小原　美和 920-8644 金沢市広岡３－２－１０

北陸朝日放送代表取締役社長 能田　剛志 920-0393 金沢市松島１－３２－２

毎日新聞社北陸総局長 宍戸　　護 920-0031 金沢市広岡１－２－２０

県体育協会専務理事 向田　和義 920-0355 金沢市稚日野町北２２２番地

県民文化スポーツ部スポーツ振興課長 吉丸　尚宏 920-8580 金沢市鞍月１丁目１

関　係　機　関　一　覧



 　所　　属  氏　　　名  　所　　属  氏　　　名

加賀陸協 北野　　勉 学識経験者 平下　政美

金沢地区 塩谷　　優 学識経験者 吉藤　　徹

能登地区 干場　勝治 学識経験者 南　　昌秀

 　所　　属  氏　　　名  　所　　属  氏　　　名

加賀市陸協 山下　修平 七尾市陸協 大岩　為一

小松市陸協 井本　敏彦 輪島市陸協 宮地　　治

能美市陸協 中嶋　敏一 鳳珠郡陸協 谷　　良治

能美郡陸協 中村　宏一 珠洲市陸協 樋爪　一成

白山市陸協 山本　幹廣 石川学連 会長 岩田　英樹

野々市市陸協 笠間　　悟 県高体連 会長 正村　泉一

金沢市陸協 小阪　栄進 県中体連 会長 佐々木伸治

河北郡市陸協 西　　　茂 石川実業団 会長 北川　隆明

羽咋郡陸協 坂下　隆夫 石川マスターズ  会長 石田　秀雄

羽咋市陸協 細川　　聰 石川パラ陸上競技連盟　会長 紐野　義昭

鹿島郡陸協 三浦　克欣

顧　　問
元 会長　小松市陸協 永江　庸悦 元白山市陸協会長 岡本　信夫

元 副会長　能美市陸協 山本　　徹 元副会長　七尾市陸協 大岩　為一

元加賀市陸協会長 北澤　陸夫 元石川マスターズ   会長 林　　　樹

元小松市陸協会長 津田　富男

役　　員　　一　　覧
評  議  員

参　　与（加入団体会長）



役　　 　職　 　名 氏　　　名 役　　 　職　 　名 氏　　　名

会  長　   代表理事 宮地　　治 筆頭副会長 代表理事 温井　　伸

副会長 松本　  彰 副会長（学識経験者） 山下　修平

副会長 中嶋　敏一 副会長（学識経験者） 北川　隆明

副会長 吉田　久俊

専務理事 藤垣　晴夫 副専務理事 澤田　剛紀

副専務理事（総務部長兼任） 池岸　晃弘

競技部長（資格審査・情報） 中　　秀司 普及部長 越村　知史

施設用器具検定部長 田井　芳洋 医事科学部長 林　　美希

審判部長 川嶋　　聡 財務部長 今村　浩規

記録部長 川口　雅樹 女性部長 大内　史子

強化部長  田村　智成 法制部長 野寺　巧寛

加賀・小松 多井　英一 石川学連   畝本紗斗子

能美市・能美郡 荒木　研次 高体連陸上競技専門委員長 角橋　茂則

白山市・野々市市 石井　勇次 中体連陸上競技専門委員長  小竹　　淳

金沢市 平井　真野 石川実業団  北川　　潔

かほく市・河北郡 村中　正人 石川マスターズ  小川　智明

羽咋市・羽咋郡 竹田　恒雄 石川パラ 井上 明浩

七尾市・中能登町 坂口　桂穣 学識経験理事 平見　夕紀

輪島市・鳳珠郡・珠洲市 端谷　哲也 学識経験理事 笠原亜希子

加賀地区女性 宮田　幸子 学識経験理事 明地須賀子

金沢地区女性 松本　寿美 事務局長 福井　有澄

能登地区女性 　井藤　真理　

監　　事 西　　徹夫 監　　事 清水　雅人

専門委員長

道路競技安全対策委員長 漆原　伸秀 広報委員長 池岸　晃弘

女性委員長 大内　史子 倫理委員長 藤垣　晴夫

栄章委員長 松本　  彰 不服申立委員長 西　　雅哉

定款検討委員長 中嶋　敏一

その他委員会
強化対策プロジェクト委員長 澤田　剛紀 情報企画プロジェクト委員長 池岸　晃弘

普及育成プロジェクト委員長 越村　知史 ９０周年記念準備委員長 大岩　為一

事務局

事務局員 中村　奈美 事務局員 枡田　涼子

事務局員 半浦　美樹

監事　各種委員長　その他

業務執行理事　常務理事　　１0名

理　　　　事　　　　一　　覧

代表理事　会長　１名　　筆頭副会長　１名　　

業務執行理事　副会長　５名

業務執行理事　　　専務理事１名　副専務理事２名　

加入団体代表理事  ２１名



　役　職  陸協 氏名  　〒  住　　　　　　　所      ℡

 事務所 加賀市陸協 922-0277 加賀市河南町ヨ７ 090-6270-2473

junbo0717@yahoo.co.jp　西上　純一

 会　長 山下　修平 922-0811 加賀市大聖寺南町ホ－３－８ 0761-72-0608

 理事長 山崎　　勉 922-0013 加賀市上河崎イ－３４９ 090-3766-0075

 事務所 小松市陸協 923-0964 小松市今江町２－４０１ 0761-22-3097

tai401@feel.ocn.ne.jp  多井　英一 Fax  22-3392

 会　長 井本　敏彦 923-0964 小松市今江町９－５９ 0761-21-0048

 理事長 多井　英一 923-0964 小松市今江町２－４０１ 0761-22-3097

 事務所 能美市陸協 923-1244 能美市来丸町５０　物見山陸上競技場内 0761-46-6175

info@city-nomitr.club  大島　格郎 0761-51-3464

 会　長 中嶋　敏一 929-1216 能美市鍋谷町二１５６ 090-2099-6801

 理事長 荒木　研次 929-0122 能美市大浜町ム７－２２ 0761-55-3098

 事務所 能美郡陸協 923-1295 能美郡川北町字壱ッ屋１７４ 076-277-1111

t-takeda@town.kawakita.lg.jp 武田　拓也 Fax 277-1748

 会　長 中村　宏一 923-1266 能美郡川北町字山田先出礼５７ 090-1310-4883

 理事長 今村　浩規 923-1252 能美郡川北町中島ハ50-1サンハイム中島407 090-4327-2615

 事務所 白山市陸協 929-0217 白山市湊町ョ２９ 080-6350-5087

hiroki_ot0503@yahoo.co.jp  西田　紘規

 会　長 山本　幹廣 924-0072 白山市千代野西７－１５－７ 090-9760-9517

 理事長 西田　紘規 929-0217 白山市湊町ョ２９ 080-6350-5087

 事務所 野々市市陸協 921-8815 野々市市本町２－９－１４ 076-248-1748

ksmna@quartz.ocn.ne.jp 笠間　　悟

 会　長 笠間　　悟 921-8815 野々市市本町２－９－１４ 076-248-1748

 理事長 安中　秀行 921-8837 野々市市清金３－５８ 090-8264-5459

 事務所 金沢市陸協 920-0001 金沢市千木町ヲ５１ 076-258-1500

4778-a-matsumoto@ezweb.ne.jp 松本　　彰 

 会　長 小阪　栄進 920-0842 金沢市元町１－１１－３ 076-252-7368

 理事長 松本　  彰 920-0001 金沢市千木町ヲ５１ 076-258-1500

 事務所 河北郡市陸協 929-0341 河北郡津幡町横浜ろ２１-1 076-289-3391

kahoku.t.f@gmail.com 池野　　忠

 会　長 西　　　茂 929-1176 かほく市外日角ニ２６－１０ 076-283-4250

理事長 池野　　忠 929-0341 河北郡津幡町横浜ろ２１-1 076-289-3391

 事務所 羽咋郡陸協 929-1344 羽咋郡宝達志水町今浜イ４－１宝達志水総合体育館内 0767-28-4749

 h-rikujyou@okabe-plan.com 南　龍太郎 0767-42-1111

 会　長 坂下　隆夫 925-0451 羽咋郡志賀町八幡５ー１１４ 0767-42-1038

 理事長 岡部　元彦 929-1344 羽咋郡宝達志水町今浜ム３２－２ 0767-28-5211

 事務所 羽咋市陸協 925-0035 羽咋市本町マ１１４ 0767-22-6658

i.riku3104@gmail.com  川嶋　　聡 Fax  22-6658

 会　長 細川　　聰 925-0018 羽咋市柳田町い－５５ 0767-22-1891

 理事長 川嶋　　聡 925-0035 羽咋市本町マ１１４ 0767-22-6658

加　入　団　体　組　織　表



　役　職  陸協 氏名  　〒  住　　　　　　　所      ℡

 事務所 中能登陸協 929-1892 鹿島郡中能登町中能登町能登部下９１－２３ 0767-72-3920

dobokukensetsu@town.nakanoto.ishikawa.jp中瀬信二 Fax  72-3929

 会　長 三浦　克欣 929-1604 鹿島郡中能登町能登部下４７部９－１ 090-7088-8205

 理事長 山本　　貴 929-1811 鹿島郡中能登町二宮ソ３０番地 090-2375-9335

 事務所 七尾市陸協 926-0212
七尾市能登島佐波町ハ－３４－２　川向　藤
和

0767-84-1142

saka1383@ishikawa-c.ed.jp　 坂口　桂穰

 会　長 大岩　為一 926-0056 七尾市塗師町３１ 0767-52-1061

 理事長 坂口　桂穣 929-2234 七尾市中島町塩津カ－７ 0767-66-1383

 事務所 輪島市陸協 928-0031 輪島市二勢町１４ 0768-22-4465

hashi84@ishikawa-c.ed.jp 端谷　哲也 Fax  22-4748

 会　長 宮地　　治 928-0001 輪島市河井町２４部１－１ 0768-22-1281

 理事長 端谷　哲也 928-0031 輪島市二勢町１４ 0768-22-4465

 事務所 鳳珠郡陸協 927-0312 鳳珠郡能登町字宇出津ト字５０－１　能登部役場内 0768-62-8532

3720e13705@gmail.com 中　道則 090-8264-5213

 会　長 谷　　良治 927-0601 鳳珠郡能登町恋路７－５－甲 090-8702-4661

 理事長 高田　清保 927-0432 鳳珠郡能登町字宇出津新９９ 090-8094-1497

 事務所 珠洲市陸協 927-1462 珠洲市三崎町小泊１６－２１ 090-6270-8133

chikux2@p1.cnh.ne.jp 新谷　　泉

 会　長 樋爪　一成 927-1213 珠洲市野々江町サ９２－４ 0768-82-3201

 理事長 江端　良和 927-1462 珠洲市三崎町内方22-8-５ 0768-88-2776

事務所 石川学連 920-1192 金沢市角間町　金沢大学人間社会岩田研究室 076-264-5566

iwata@ed.kanazawa-u.ac.jp Fax 234-4117

 会　長 岩田　英樹 920-1192
金沢市角間町　金沢大学人間社会　岩田研究
室

076-264-5566

　理事長 畝本紗斗子 921-8501
野々市市扇が丘７－１金沢工業大学基礎教育
部

090-9765-1087

 事務所 高体連陸上 923-8646 小松市丸内町二ノ丸１５　小松高校  0761-22-3250

競技専門部 kadohashi0425@yahoo.co.jp 角橋　茂則  Fax 22-3251

 部　長 西野　正祥 923-1123 能美市吉光町 ト９０番地    寺井高校 0761-58-5855

 委員長 角橋　茂則 920-2164 白山市柴木２－５１－２０３ 076-272-3961

 事務所 中体連陸上 929-0124 金沢市高尾台1-128　高尾台中学校 076-298-6931

競技専門部 evolution2194@gmail.com 小竹　淳 Fax 298-9936

 部　長 瀬谷　　浩 920-0924 金沢市田井町１２－１２　兼六中学校 076-263-2458

 委員長 小竹　　淳 921-8155 金沢市高尾台1-128　高尾台中学校 070-5147-5148

 事務所 石川実業団 920-0813 金沢市御所町２－４６稲置学園総合運動場 076-253-0095

陸上競技連盟 k.kitagawa@p2222.nsk.ne.jp　北川　　潔 Fax 253-0095

 会　長 北川　隆明 921-8584 金沢市神田１－１３－１　北川ヒューテック 076-243-2211

理事長 北川　　潔 920-0274 河北郡内灘町向粟崎２－２７６－１ 076-255-2589

 事務所 石川マスタ-ズ 925-0054 羽咋市千里浜町り１０３－３ 090-9440-6308

陸上競技連盟 masishikawa19@gmail.com 石田　秀雄 Fax  なし

 会　長 石田　秀雄 925-0054 羽咋市千里浜町り１０３－３ 090-9440-6308

理事長 小川　智明 920-0366 金沢市南塚町９６－２ 090-6817-5057

 事務所 石川パラ陸上 920-0102 金沢市岸川町ナ１－２１ 076-258-6058

競技連盟 supotetu@po.incl.ne.jp 井上　明浩 Fax 258-6058

 会　長 紐野　義昭 921-8105 金沢市泉野出町２－７－１８ 076-241-7744

理事長 井上　明浩 920-0102 金沢市岸川町ナ１－２１ 076-258-6058

加　入　団　体　組　織　表



 総務 部  審判部
担当種目 氏  名 担当種目 氏  名 担当種目 氏  名

部長 池岸　晃弘 部　　長 川嶋　　聡 部 長 田村　智成

副部長 竹田　恒雄 珠洲市 樋爪　一成 副部長・短 島元　康行

副部長 福井　有澄 鳳珠郡 高田　清保 短・障害 ＊中村　兼希

部員 大家　義浩 輪島市 澤田　英樹 々 中野　和重

部員 宮田　一英 七尾市 山本　　峻 々 上野　政英

部員 稲生　隆則 鹿島郡 山本　孝司 々 竹内恵梨子

部員 越村　知史 羽咋郡 土田　善博 々 本間　　丞

部員 前田　正俊 河北郡市 高崎　正輝 々 橋本　光平

部員 杉田多翔史 金沢市 前田　正俊 々 中嶋　　舞

野々市市 宗玄　尚也 々 澤田　雄太

白山市 山本　勝裕 中長駅伝 ＊向田　匡宏

記録部 能美郡 西田　　稔 々 深浦　隆史

担当種目 氏  名 能美市 中　　博俊 々 森賀　泰裕

部　長 川口　雅樹 小松市 山口　泰之 々 北川　　潔

副部長 東木　美憲 加賀市 油谷　憲治 々 仁地　裕介

部　員 高体連 免田　隆宏 々 金子　順也

高体連 土屋　浩一 中体連 福田　修一 々 篠田　洋史

中体連 小竹　淳 実業団 北川　　潔 々 大野　　諒

普及部 野村　泰裕 ﾏｽﾀｰｽﾞ 小川　智明 々 中村あゆみ

普及部 　越村　知史 々 吉田　倫人

競 歩 ＊谷内　雄亮

施設用器具検定部 々 石田　大介

 　氏  名 々 船木　知憲

 氏　　名 部　長 田井　芳洋 々 山下　友子

部長 中　　秀司 総合金沢担当 北川　　潔 々 山岸　眞人

競技部副部長 木村　哲也 総合金沢担当 篠田　洋史 々 西出乃梨子

競技部員 出澤　英之 総合金沢担当 出澤　英之 々 川向　哲弥

競技部員 北川　　潔 輪島担当 山本　利治 跳 躍 ＊岩竹　　淳

競技部員 中村　兼希 七尾担当 大岩　為一 々 石井　勇次

競技部員 斉藤　智之 松任担当 古立　義勝 々 酒井　智朗

競技部員 小竹　　淳 能美担当 中嶋　敏一 々 辻岡　夏彦

競技部員 越村　知史 加賀担当 西上　純一 々 西野　弥希

競技部員 胡摩　博之 鳳珠郡担当 高田　清保 々 斉藤　智之
情報処理部副部
長

池岸　晃弘 々 徳山　　慧

情報処理高体連 永山　晧貴 々 杉山　翔馬

情報処理高体連 土屋　浩一 投 擲 ＊油谷　憲治

情報処理中体連 石黒　　擁 々 澤田　剛紀

情報処理中体連 新谷　　豊 々 藤原　　久

情報処理部員 川口　雅樹 々 南　　征成

々 南　　辰弥

々 武部　修一

々 遠藤　克弥

強化部（＊ブロック長）

業　務　部　一　覧　表

競技・情報処理部



普　及　部（中学校担当）
担当種目 氏  名 氏　　名 備　　　考

部長 小竹　　淳 部　長 林　　美希 スポーツDC

副部長 中野　和重 部　員 北山　吉明 スポーツDC

加賀市代表 武部　修一 　々 橋本　憲三 スポーツDC

部員 佐々木美里 　々 河合　甚敏 JASA-AT※柔道整復師会

小松市代表 八木　賢一 　々 橋場　貴史 JASA-AT

能美市代表 向畦地芳和 　々 俵　　大輔 JASA-AT※柔道整復師会

白山野々市代表 久村　　良 　々 常盤　和成 ※鍼灸マッサージ師会

金沢代表 東藤　　淳 　々 宮川　巌幸 ※鍼灸マッサージ師会

部員 福田　修一 　々 川越　裕之 ※鍼灸マッサージ師会

部員 宮本　哲郎 　々 坂北　　謙 ※鍼灸マッサージ師会

部員 山本　里華 　々 定池　　寿 （公社）石川県鍼灸師会

部員 村上　祥規 　々 田中　良和 （公社）石川県鍼灸師会

河北代表 井上　重毅 　々 西川　典孝 ※柔道整復師会

部員 田村　隆一 　々 佐藤　裕之 ※柔道整復師会

羽咋市代表 筒井　広太 　々 木下　正道 ※柔道整復師会

羽咋郡代表 金子　義和 　々 高田　裕之 ※柔道整復師会

七尾市代表 山崎　　洋 　々 濱　　亮輔 ※柔道整復師会

鹿島郡代表 白山　芳治 　々 小川　雄亮 ※理学療法士会

輪島市代表 吉田　朋平 　々 上島　綾華 ※理学療法士会

鳳珠郡代表 小町　佳史 　々 守山　成則 ※理学療法士会

珠洲市代表 滝口　昂陽 　々 田中　　哲 ※理学療法士会

　々 石川真依子 ※理学療法士会

普　及 部 (小学生担当) 　々 小田　拓見 ※理学療法士会

担当種目 氏  名 　々 村松　僚太 ※理学療法士会

部長 越村　知史 　々 橋本　光平 ※理学療法士会

副部長・白山市 山本  幹廣 　々 千田　英昭 カイロプラティック～せん～

副部長・金沢市 野村　泰裕 　々 柴田　美加 カイロプラティック～せん～

副部長・七尾市 倉田　利一

加賀市 宮田　幸子

小松市 濱野　正巳 ※IST＝石川県スポーツトレーナー連絡協議会　

能美市 長田　敏宏 ※JASA-AT＝（公財）日本体育協会公認アスレチックトレーナー

能美郡 大山　恭功 ※柔道整復師会＝（公社）石川県柔道整復師会

野々市市 安中秀行

かほく市・河北郡 表　和夫 ※鍼灸マッサージ会＝（公社）石川県鍼灸マッサージ師会

羽咋市 川嶋　聡

羽咋郡 岡部　元彦

鹿島郡 中瀬　信一

鳳珠郡 中　道紀

輪島市 山本  利治

珠洲市 國永  英代

業　務　部　一　覧　表

※理学療法士会＝（公財）石川県理学療法士会

医事科学部



 栄章委員会 女性委員会

 氏  名 氏  名

委　員　長 松本　　彰 部　長 大内　史子

委　　　員 谷　　良治    副部長 古一　晶子

々 大岩　為一

々 須加　敬夫 部　員 末平万紀子

々 古立　義勝 坂本　千草

々 北留　俊雄 小杉　央子

々 清水　　勉 片山　千歳

事　務　局 福井　有澄 小谷内典子

畝本紗斗子

竹内恵梨子

末吉真規子

道路競技安全委員会

氏　　名

委　員　長 漆原　伸秀

委　員　会　　一　覧　表


