
議案第３号

  ３０･３1年度　委員会委員（案）
理事 氏　　名 理事 氏　　名

◎ 兵藤　明子 本太スパークル 浦和区 吉田　弘一 大宮南 大宮区

◎ 栄田　真志 西浦和 南区 二ノ宮　徹 大砂土 見沼区

◎ 青木　貴 南浦和ラビット 南区 小林　義昭 向 南区

◎ 永島　伸一 与野 中央区 市岡　忠之 与野上落合 中央区

事務局 局長 ◎ 岩男　光子 七里Ｊｒ. 見沼区 朝倉　秀明 春岡 見沼区 委員会 役職 理事 氏　　名 氏　　名

蓮見　志信 東大宮ポパイ 見沼区 岡橋　綾子 与野八幡 中央区 審判 委員長 ◎ 北村　知也 沼影 南区 遠藤　悟史 木崎 浦和区

14 副委員長 日野原　由香 日進 北区 小林　純 向 南区

委員会 役職 理事 氏　　名 氏　　名 副委員長 尾籠　義彦 別所チェリーズ 南区 小境　寛昭 沼影 南区

総務 委員長 ◎ 伊武　徹 春野 見沼区 髙橋　茂幸 与野 中央区 大橋　和茂 中川 大宮区 見立　咲樹 浦和南 南区

24 副委員長 指宿　真弓 大東キャッツ 浦和区 石塚　豊 仲本 浦和区 宮本　　猛 大砂土 見沼区 小林　弘政 大牧 緑区

副委員長 長谷川　勉 大牧 緑区 飯塚　久子 高砂 浦和区 石川　浩子 与野西北 中央区 小林　一芳 尾間木 緑区

副委員長 羽富　竜夫 土合 桜区 品田　裕子 上木崎 浦和区 羽富　宏紀 田島 桜区 渡守武　陽一 尾間木 緑区

細川　洪毅 植水ラッツ 西区 遠藤　高志 さいたま辻 南区 ＴＯ 委員長 ◎ 山田　章一 針ヶ谷 浦和区 駒田　和彦 片柳 見沼区

川西　貴志 佐下HOOPS 西区 直井　健治 さいたま大谷口 南区 15 副委員長 冨田　俊一 七里Jr. 見沼区 吉田　康一 大久保東 桜区

三好　豊 宮原 北区 原田　浩子 浦和南 南区 副委員長 羽富　宏平 田島 桜区 嶋田　敏二 与野西北 桜区

佐藤　美江 大宮南 大宮区 小林　久美子 西浦和 南区 副委員長 小団扇　孝則 植竹 北区 摩庭　孝光 上木ガッツ 浦和区

岩男　紋音 七里Ｊｒ. 見沼区 須藤　聖 浦和大里 南区 石川　丈靖 ブルースカイ 西区 古越　千晶 沼影 南区

山川　純子 双葉 見沼区 寺坂　修一郎 沼影 南区 小島　義章 土呂 北区 堀田　雅己 浦和南 南区

田中　節子 双葉 見沼区 久保田　光博 大門 緑区 古屋　隆文 宮原 北区 重岡萌世 別所ﾁｪﾘｰｽﾞ 南区

小澤　章雄 下落合女子 中央区 宇山　裕美 西原 岩槻区 中村　孝裕 大宮南 大宮区

競技 委員長 ◎ 山中　邦治 東大宮ポパイ 見沼区 藤本　正美 栄和 桜区 普及技術 委員長 ◎ 奥池　賢二 与野南 鈴谷 中央区 伊藤　通格 与野八幡 中央区

21 副委員長 斉藤　　馨 常盤 浦和区 小境　啓之 常盤 浦和区 17 副委員長 尾方　国義 文蔵 南区 柴崎　俊之 仲町 浦和区

副委員長 吉田　克己 ブルースカイ 西区 前橋　祥子 大東キャッツ 浦和区 副委員長 若林　正憲 別所 南区 江川　知宏 仲本 浦和区

副委員長 北原  美穂 下落合 中央区 本間　祐司 本太スパークル 浦和区 池宮　好美 植竹 北区 梶原　清人　 文蔵 南区

菅野　孝二 下落合女子 中央区 江川　恵司 仲本 浦和区 五十嵐　正 大宮中川 大宮区 加藤　大輝 さいたま大谷口 南区

川辺　浩大 日進 北区 渡辺　洋之 仲町 浦和区 佐藤　博臣 大砂土 見沼区 大塚　　努 柏崎 岩槻区

稲川　友望 宮原女子 北区 徳田　光浩 中尾 緑区 小松　侑樹 蓮沼 見沼区 角田　淳 慈恩寺 岩槻区

宮崎　茂 春岡 見沼区 淀瀬　公一 慈恩寺 岩槻区 近藤　則彦 与野南女子 中央区 石田　剛 西原 岩槻区

矢口　貴之 七里Ｊｒ. 見沼区 桑野　拡 柏崎女子 岩槻区 宇田　恵子 与野南 鈴谷 中央区

中野　英明 七里Ｊｒ. 見沼区 川崎　佳代子 西原 岩槻区 広報 委員長 ◎ 原　　正史 浦和別所　 南区 半谷　尚文 神田 桜区

原田　一弥 春野 見沼区 4 副委員長 橋爪　香織 下落合女子 中央区 西沢　博之 みむろ 緑区
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