
Ｈ30登録数

男 42 45 女

男 7 6 女 男 3 3 女 男 10 13 女 男 5 4 女 男 4 4 女 男 2 3 女

男 2 2 女 男 1 1 女 男 1 2 女 男 4 4 女

男 2 2 女 男 1 1 女 男 1 1 女

吉川市 宮代町 羽生市 加須市

松伏町 白岡市 蓮田市

Eグループ Fグループ

八潮市 三郷市 越谷市 春日部市 久喜市 幸手市

東部地区 Aグループ Bグループ Cグループ Dグループ

大久保  恭輔

（八潮市）

久野 元裕

（越谷市）

牧野　由紀子 師岡 和美 熊谷 正樹 加藤 繁彦

（三郷市） （白岡市） （春日部市） （宮代町）

榎本 典正 山内 航 星　達男 山本　雄一

（加須市） （越谷市） （吉川市） （白岡市）

米山　賢治 石﨑 勇祐 西嶋　優美 唐沢　泉

（越谷市） （八潮市） （三郷市） （久喜市）

江原　貞治 宮田 千夏 高岡　稔 武藤　友輝 海津 修一

（久喜市） （春日部市） （越谷市） （越谷市） （蓮田市）

千葉 麻美子 大隈 淳司 犬木 伸雄 鈴木　大地 五十嵐　綾子

（三郷市） （羽生市） （羽生市） (八潮市） （羽生市）

（春日部市） （久喜市） （春日部市） (幸手市） （春日部市）

野口 香織 塚田 将広 田中 英雄 小泉　雅美 稲田 克広

（吉川市） （久喜市） （越谷市） （加須市） （吉川市）

（松伏町）

勝山　和彦 丸山 和徳 岩崎 優 折原　義彦 勝山　和彦

（越谷市） （松伏町） （春日部市） （越谷市） （八潮市）

（三郷市）

志村 慎子 八代　徳子 江川 重久 鈴木 厚子 野崎　清孝 稲葉 友彦

（越谷市） （越谷市） （加須市） （八潮市） （越谷市） （八潮市）

（八潮市）

中村 圭子 長谷川　豊 田部井 寿 庄司 一眞 鈴木 裕子 小島　二郎 関口 悟

（久喜市） （越谷市） (幸手市） （春日部市） （八潮市） （越谷市）

市町村委員

島田 啓一 水上 智彦 石塚 進 殖木　肇 石崎 直斗 中条　純 佐藤 春男

林 保光 赤根　稚実
（越谷市） （久喜市）

委　員 委　員 委　員 委　員 委　員 委　員

田代 美和子 田口 廣

（三郷市） （春日部市） （久喜市） （羽生市） （久喜市） （越谷市） （春日部市） （越谷市）

高橋 康紀 佐藤 善之 満留 俊介 矢島 伸彰 東海林 仁 会沢 正明

野口 英典

会計監事 副委員⾧ 副委員長 副委員⾧ 副委員⾧ 副委員長 副委員⾧ (幸手市）

井口 政勝

（春日部市） （春日部市） （越谷市） （松伏町） （越谷市） （越谷市） （越谷市） （加須市）

委員⾧ （八潮市）

土方 紀子 新井 俊行 佐藤 秀男 浅井 貞夫 高橋 一幸 鈴木 正 福田 忠司

審判委員会 県委員

桜井 裕二

会　計 委員⾧ 委員⾧ 委員⾧ 委員⾧ 委員⾧

財 務 総務委員会 競技委員会 広報委員会 TO委員会 普及技術委員会

（春日部市） （越谷市） （久喜市）

副部⾧
田子　勉

（越谷市）

（久喜市） （春日部市）

地区副責任者 地区副責任者 副部⾧

新井 俊行 佐藤 秀男 関根 英和

顧問 顧問 西松 清志
塚越 貴浩 水沢 徳一 （越谷市）

（越谷市） （春日部市） （八潮市） （春日部市） （春日部市） スポ少地区部⾧

スポ少東部地区

佐藤 秀男 新井 俊行 大柴 幸一 田中 英雄 雪野 雪
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県理事 県理事 地区責任者 顧問 顧問


