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会長 丸山　英男 明科 委員長 池田　昭弘 豊科
副会長 杉村　修一 松本県ケ丘 高林　邦之 松本美須々ケ丘

県評議員 小林　武広 池田工業 野口　洋志 木曽青峰
県評議員 上條　隆 松商学園 委員長 倉田　誠司 池田工業
県監事 青木　修一 穂高商業 柳澤　憲 松本第一

保坂　美代子 松本美須々ケ丘 河野　直 松本国際
山﨑　猛 松本第一 井出　史憲 松本工業

理事長 県常任理事 島﨑　貴史 松本蟻ケ崎 石川　英樹 梓川
副理事長 佐藤　賢一 松本県ケ丘 委員長 金森　力 松本工業

県評議員 西澤　佳志 松本深志 湯川　紳 松本県ケ丘
県評議員 傳刀　正義 明科 藤森　敏直 松本蟻ケ崎
県評議員 伊藤　尚美 田川 小林　裕樹 大町岳陽
県理事 圓山　正明 松本筑摩 上杉　好治 松商学園
県理事 内藤　宏和 都市大塩尻 委員長 関澤　健二 塩尻志学館

幹事（事務局長） 大谷　雅亮 松本蟻ケ崎 小野沢　泰典 大町岳陽
幹事（会計） 志尾本　拓人 松本蟻ケ崎 宮坂　聡子 松本蟻ケ崎

幹事（事務長） 窪田　大二 松本蟻ケ崎 新体操 委員長 田玉　雅美 松本蟻ケ崎
幹事 体育科職員 松本蟻ケ崎 委員長 高砂　健司 明科

委員長 良波　克也 塩尻志学館 磯部　敦 松本美須々ケ丘
勝野　仁深 大町岳陽 卯之原　智也 松本県ケ丘
三代澤　芳男 豊科 丸山　恒治 豊科
山崎　豊茂 松本国際 増田　亮 松本工業
佐藤　賢一 松本県ケ丘 依田　健 松本蟻ケ崎

委員長 佐久　浩信 松本蟻ケ崎 委員長 伊藤　秀幸 松本工業
津金　武寿 松本第一 伊藤　道與 松本県ケ丘
遠藤　一彦 松本工業 山田　春樹 松本美須々ケ丘
本田　耕一 南安曇農業 宮城　佳子 松本美須々ケ丘
手塚　裕司 松商学園 委員長 桜井　智成 南安曇農業

委員長 榛葉　亨 南安曇農業 高山　剛治 松商学園
青栁　俊幸 穂高商業 卯之原　勇輝 明科
西澤　佳志 松本深志 中澤　裕治 松本工業
相馬　勇一 松本蟻ケ崎 塩入　孝一 松本深志

委員長 三ツ井　伸一 田川 委員長 大西　英樹 木曽青峰
石川　佳広 大町岳陽 大西　浩 大町岳陽
竹内　努 穂高商業 小沼　拓也 豊科
鈴木　薫 塩尻志学館 藤岡　善弘 松本県ケ丘
森下　博之 松本美須々ケ丘 浮須　由実 松本蟻ケ崎

委員長 北村　保勝 松本美須々ケ丘 委員長 鈴木　達三 松商学園
木下　博史 塩尻志学館 新井　悟 松本第一
倉下　哲哉 松本工業 委員長 菅原　太地 松本筑摩
高田　和 エクセラン 栁澤　暁 松本筑摩

委員長 竹田　さゆり 豊科 宮下　裕司 松本筑摩
奥原　貴彦 松本深志 海川　章 池田工業
白井　孝生 松商学園 土手内　頼道 木曽青峰
栁澤　健太郎 松本第一 相撲 委員長 植原　健 木曽青峰
島田　健郎 梓川 競技スキー 委員長 秋山　兼範 白馬

委員長 安川　裕幸 木曽青峰 自転車 委員長 若狭　信次 松本工業
三澤　由夫 松商学園 委員長 長崎　逸人 都市大塩尻
沢渡　雄飛 松本工業 依田　和成 松本国際
宮崎　裕司 松本国際 ウェイトリフティング 委員長 金井　洋貴 松商学園
藤森　圭 松商学園 委員長 伊藤　秀幸 松本工業

委員長 小林　浩之 木曽青峰 清水　啓一 梓川
土橋　邦彦 田川 委員長 三ツ井　伸一 田川
島田　貴広 松本蟻ケ崎 小泉　智生 松本蟻ケ崎
齋藤　仁 松本工業
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