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顧問 上野　   忠 名誉会長

名誉会長 石川　博義 会　長

齋藤　　聡 副会長 大学連会長

角谷　泰子 副理事長 レディース連盟

斉藤　俊仁 常任理事 伊東市協会長 小学生連盟

川原崎　 仁 副会長 富士宮市協会

山城　芳子 副会長 レディース連盟会長

村上　昭 監事 富士市協会

川口　安和 監事 沼津市協会

 國川　淳子
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会長 工藤喜久雄 沼津市協会

杉山　敏充 理事長兼任 日本バドミントン協会
日本スポーツ協会

外郭・所轄団体組織 沼津市協会

山下由紀子 外郭・所轄団体組織 浜松市協会長

井手　昌子 西部地区総括 派遣審判員総括 レディース連盟副会長

理事長 杉山　敏充 社会人C代表 財務委員長 表彰委員長 沼津市協会

大石　恵司 東部地区総括 派遣審判員総括 富士市協会

宮原　和臣 中部地区総括 派遣審判員総括 倫理委員長 大学連副会長

鈴木　利幸 事務局長兼任 総務委員長 財務委員 市町協会長 社会人副部長

指導普及委員長 財務委員
会員登録事務局長 広報副委員長

事務局長 鈴木　利幸 事業運営 静岡市協会 ＳＢＳ学苑

事務局次長 平野　謙武 経理担当 富士宮市協会

総務委員長 鈴木　利幸 総務委員会 羽ばたき 羽ねっこ

財務委員長 杉山　敏充 財務委員会

指導普及委員長 平野　謙武 指導普及委員会

選手強化委員長 住吉　勇人 選手強化委員会 小学生連盟

審判委員長 若松　  誠 審判委員会 障害者専門委員 富士市協会

【役員】

1 2 3 1 2
井出　裕雄 選手強化委員 倫理委員 富士宮市協会会長 小学生連盟副会長

西島　知彦 富士宮クラブ

岩城　保久 教職員連盟 伊東市協会副会長

深澤　　聡 選手強化委員 倫理委員 中体部代表

吉氷　将史 選手強化委員
高体連

競技力向上委員長

岩沢　猛 選手強化委員 高体連副委員長 伊東市協会理事長

小田切希芳 倫理委員 高体連委員長

神田いずみ 障害者専門委員長

佐野　明彦 総務副委員長 社会人部長

広田　哲明 長泉町協会副会長

浅原　康路 総務委員 御殿場協会事務局長

三島市協会長 市町協会副部長
社会人委員 三島アカデミー

富田　浩司 審判委員

長島　　 稔 広報委員長

古郡　文博 富士市協会会長

山本　晴世 執行部会・委員会 レディース連盟理事長

栗　佑貴 選手強化副委員長 実業団連盟理事長

荒井　威雄 選手強化委員 小学生連盟理事長 伊東市協会副理事長

吉原　隆 教職員連盟会長

髙井　保典 指導普及副委員長

担　　　当 所属

総務委員

平野　謙武

参与

役　職

副理事長

常任理事

氏　　　 　名

令和３年度静岡県バドミントン協会役員名簿

【名誉会員】

【執行役員】

役　職

事務局次長兼任

担　　　当

前　役　職 所属

富士宮市協会

氏　　　 　名名　誉　職

所属

氏　　　 　名

副会長

高体連バドミントン専門部長
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木田　成昭 審判委員 静岡市協会

渡邉　高博 東部地区大会委員 富士宮市協会副会長

後藤　政博 東部地区大会委員 富士市協会

宮﨑　寿夫 広報委員 富士市協会理事長

望月　　覚 倫理委員 沼津市協会会長

土屋　剛彦 総務委員 沼津市協会理事長

村松　瑞穂 選手強化副委員長 中学部

大澤　俊幸 教職員大会委員 教職員連盟

向井　智治 指導普及委員 審判委員 中学部

渡辺　弘行 東部地区大会委員 長泉町協会（事務局長）

大澤　　健 選手強化委員 高体連副委員長

植椙　早苗 総務委員 富士市協会事務局長

山田　文香 小学生大会 小学生連盟

小栗　孝文 総務委員 浜松市協会事務局長

加藤　朝海 審判委員 浜松市協会

高柳　美里 教職員大会委員 教職員連盟 浜松市協会

輿水　洋子 事務局 総務委員 指導普及委員 SBS学苑

勝又　辰幸 指導普及委員 御殿場市協会 駿東アカデミー

松本　幹広 総務委員 藤枝市協会会長

川口　明広 指導普及委員 浮島中学校 羽ねっこ

小野田雅昭 総務委員 富士宮市協会理事長

駒木根常信 指導普及委員 審判委員 羽ねっこ

猿田　正史 事務局 総務委員 静岡市協会

荒井　邦夫 選手強化委員 小学生連盟 富士中央クラブ

眞　浩之 指導普及委員 富士宮市協会副理事長

橋口　裕司 審判副委員長 障害者専門委員 沼津市協会

中村　繁幸 指導普及委員 富士宮市協会

石田　博光 指導普及委員 県協会 駿東アカデミー

秦　和裕 指導普及委員 ＮＳＹ

中村　富美子 倫理委員 教職員大会委員 教職員連盟理事長

岩藤  博子 障害者専門副委員長 特別支援学校

望月　信也 指導普及委員 SBS学苑

杉本　治代 事務局 総務委員 小学生連盟 伊東市協会

吉田　将紀 選手強化委員 高体連副委員長

市野瀬　博志 指導普及委員 静岡市協会 羽ばたき

伊藤　俊一 指導普及委員 羽ばたき

實石　紀満子 指導普及委員 羽ねっこ

大竹　達朗 指導普及委員 羽ねっこ

杉　ゆき江 指導普及委員 レディース連盟

稲森　修子 事務局 総務委員 レディース連盟 羽ばたき・ＳＢＳ学苑

山岸　宏充 会計監査 沼津市協会事務局長

渡辺　　 誠 会計監査 県協会

所属

監事

氏　　　 　名

理事

担　　　当
役　職


