
（敬称略）

№ 役　職 職　　　名 氏　名 № 役　職 職　　　名 氏　名

1 会長 県スポーツ協会長 吉村美栄子 42 委員 県ウエイトリフティング協会理事長 小南保重

2 副会長 県スポーツ協会理事長兼副会長 武田浩一 43 委員 県ハンドボール協会理事長 鎌田　聡

3 副会長 県教育委員会教育長 菅間裕晃 44 委員 県卓球協会理事長 大場賢二

4 副会長 県スポーツ協会副会長 小山　寛 45 委員 県野球連盟副会長兼理事長 土田良雄

5 副会長 県スポーツ協会副会長 逸見良昭 46 委員 県馬術連盟理事長 齊藤栄治

6 副会長 県高等学校体育連盟会長 齋藤和哉 47 委員 県フェンシング協会理事長 伊勢幹彦

7 副会長 県中学校体育連盟会長 髙橋正博 48 委員 県柔道連盟理事長 黒田一彦

8 副会長 県スポーツ協会専務理事 長谷川潔美 49 委員 県ラグビーフットボール協会理事長 横尾昌人

9 委員 県スポーツ協会理事兼事務局長 小川　潔 50 委員 県カヌー協会理事長 荒木政司

10 委員 県教育庁スポーツ保健課長 佐藤裕恒 51 委員 県アーチェリー協会理事長 齋藤雅文

11 委員
県教育庁スポーツ保健課
競技力向上・アスリート育成推進室長 貝田裕昭 52 委員 県銃剣道連盟副会長兼理事長 梅本　栄

12 委員
県教育庁スポーツ保健課
競技力向上・アスリート育成推進室長補佐 細谷尚寿 53 委員 県クレー射撃協会理事長 新田　勉

13 委員
県教育庁スポーツ保健課
競技力向上・アスリート育成推進室競技力向上主査 松本　栄 54 委員 県ゴルフ連盟理事長 寒河江浩二

14 委員
県環境エネルギー部危機管理・くらし安心局
食品安全衛生課長 須藤正英 55 委員 県トライアスロン協会理事長 皆川清彦

15 委員 県旅館ホテル生活衛生同業組合理事長 佐藤信幸 56 委員 天童市市民部文化スポーツ課長 花輪達也

16 委員 県医師会事務局長 石川由美 57 委員 山形市教委スポーツ保健課長 佐藤　泉

17 委員 県看護協会事務局長兼総務課長 遠藤啓治 58 委員 山辺町教委教育課長 佐藤英敏

18 委員 県水泳連盟理事長 武田　聡 59 委員 寒河江市教委スポーツ振興課長 小泉　尚

19 委員 県体操協会理事長 会田　広 60 委員 西川町教委生涯学習課長 荒木真也

20 委員 県サッカー協会専務理事 桂木聖彦 61 委員 東根市教委生涯学習課長 佐藤明彦

21 委員 県ボート協会理事長 佐藤康典 62 委員 大石田町教委教育文化課長 早坂勝弘

22 委員 県ボクシング連盟理事長 三浦希仁 63 委員 新庄市教委社会教育課長 渡辺政紀

23 委員 県バレーボール協会専務理事 川合勝芳 64 委員 米沢市教委スポーツ課長 佐藤幸助

24 委員 県バスケットボール協会理事長 沼澤　宏 65 委員 南陽市教委社会教育課長 板垣幸広

25 委員 県レスリング協会理事長 深瀬廣悦 66 委員 川西町教委生涯学習課長 針生富雄

26 委員 県自転車競技連盟理事長 泉　博文 67 委員 飯豊町教委社会教育課長 志田政浩

27 委員 県ソフトテニス連盟理事長 柏倉達雄 68 委員 鶴岡市教委スポーツ課長 齋藤　匠

28 委員 県相撲連盟理事長 本間健治 69 委員 庄内町教委社会教育課長 上野英一

29 委員 県ソフトボール協会理事長 鈴木正廣 70 委員 酒田市教委スポーツ振興課長 富樫喜晴

30 委員 県バドミントン協会理事長 佐藤美代子 71 委員 県高等学校体育連盟理事長 佐藤重実

31 委員 県弓道連盟理事長 橋本雄太郎 72 委員 県中学校体育連盟理事長 小関英嗣

32 委員 県ライフル射撃協会副理事長 阿部栄一郎 73 委員 東南村山地区体協連絡協議会事務局長 髙橋貞男

33 委員 県剣道連盟理事長 榊　寿一 74 委員 西村山地区体協連絡協議会事務局長 西田正広

34 委員 県山岳連盟理事長 村田盛治 75 委員 北村山地区体協連絡協議会事務局長 五十嵐満徳

35 委員 県空手道連盟理事長 遠藤隆夫 76 委員 最上地区体協連絡協議会事務局長 渡部正七

36 委員 県なぎなた連盟理事長 松井亮子 77 委員 東南置賜地区体協連絡協議会事務局長 後藤忠二

37 委員 県ボウリング連盟理事長 阿部啓治 78 委員 西置賜地区体協連絡協議会事務局長 高世　潤

38 委員 県陸上競技協会専務理事 五十嵐徹 79 委員 庄内地区体協連絡協議会事務局長 秋庭一生

39 委員 県テニス協会理事長 松田陽一 80 監事 県スポーツ協会監事 遠藤正幸

40 委員 県ホッケー協会理事長 四柳徹信 81 監事 県スポーツ協会監事 永井　悟

41 委員 県セーリング連盟理事長 阿部　力 82 監事 県スポーツ協会監事 三浦繁則
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実行委員会役員並びに委員
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