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一番左：武居沙知選手　「（公財）長野県スポーツ協会提供」一番左：武居沙知選手　「（公財）長野県スポーツ協会提供」

清水花峰選手　「ご家族提供」　清水花峰選手　「ご家族提供」　

水泳（競泳）水泳（競泳）

柔道柔道

水泳（アーティスティックスイミング）水泳（アーティスティックスイミング）

右：古志野日菜子選手　「（公財）長野県スポーツ協会提供」右：古志野日菜子選手　「（公財）長野県スポーツ協会提供」

第 77 回 国民体育大会いちご一会とちぎ国体（長野市入賞選手）
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補助金収入
821千円

会費収入
1,774 千円

基本財産運用収入
253千円 事業収入

68千円

負担金収入
37,839 千円

収入　40,755千円

支出　40,640千円

基本構想
プログラム費
6,475 千円

地域スポーツ
推進事業費
3,591 千円

スポーツ普及・
啓発支援事業費
1,049 千円スポーツ少年団育成費

1,477 千円

事業管理費
11,963 千円

管理費
10,840 千円

競技水準向上事業費
5,245 千円

令和4年度　〈上半期令和4年度　〈上半期〉 〉 事業報告事業報告

令和3年度　事業・収支決算報告令和3年度　事業・収支決算報告

会 議 報 告
4月21日（木） 加盟団体代表者会議
5月12日（木） 長野市スポーツ少年団委員総会
5月16日（月） 長野市スポーツ少年団委員総会
5月17日（火） 決算監査
5月19日（木） 長野市スポーツ少年団委員総会
5月20日（金） 総務専門委員会（第１回）
5月23日（月） 理事会(第１回）

6月27日（月）
役員等候補選出委員会
評議員会（第１回）
理事会(第２回）

7月��7日（木） 事業推進専門委員会（第１回）

事 業 報 告
�９月22日（木） 第77回国民体育大会長野市出場選手壮行会：中止

�９月26日（月） スポーツ・インテグリティ研修会：延期
（令和５年２月９日予定）

10月24日（月） スキルアップ研修会

主な事業 収支決算

○ 競技水準向上事業
・選手育成事業 ( ジュニア特別対策含む ) 8 団体
・指導者等育成事業 6 団体
・優秀選手 ･ 指導者等招へい事業 5 団体
・選手強化競技用具整備事業 3 団体
・ジュニアスケート選手強化対策事業

○ 全国大会等出場選手強化基本構想プログラム
・全国大会等出場選手強化事業補助金 8 団体
・練習等環境支援 3 施設､ 6 団体
・スポーツ・インテグリティ研修会 開催中止
　※資料による自主研修
・スキルアップ研修会等開催 参加者 67 人

○ スポーツ普及・交流事業
・市民スポーツイベント開催事業 15 団体
・市民スポーツ教室開催事業 7 団体
・国体県予選会補助事業 2 団体
・補給消耗品整備事業 15 団体
・競技団体運営強化事業 40 団体
・国際大会 ･ 国体出場激励金支給事業
　（国際大会 2 競技 8 人､ 冬季国体 13 人）
・スポーツ功績者表彰事業
　（功労 6 人・2 団体､ 栄光 57 人・1 チーム、勲功 3 人）
・スポーツ少年団育成事業
　（令和 3 年度登録 30 団） など

10 月 24 日（月）長野市芸術館アクトスペー
スにおいて、選手や指導者の競技力向上、選手
育成強化を図ることを目的とし、スキルアップ
研修会を開催しました。今年度は、昨年度のス
キルアップ研修会で講演いただき好評であった「畑　喜美夫」氏を講師としてお招きしました。
「現場の可能性を最大限に引き出すボトムアップ理論」と題してご講演いただきました。参加者からは「大

変勉強になった。学んだことを実践してみたい。」といったご意見がありました。
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長野市バレーボール連盟で
は、恒例となっている春季・
秋季の『市長杯』や『指導者
研修会』などを行ってきまし
たが、年々競技人口は減少傾
向にあり、登録チーム数もな
かなか増やすことができない
状況です。

熱心な指導者が多いおかげで、小・中学生の技能レベ
ルは県内トップクラスを保っていますが、ここにも少子
化の影響が感じられます。そこで、10 年ほど前から当時
全国大会で好成績を収めていた男子：富士通長野や女子：
松代総合病院のバレーボール部員に協力を依頼して、バ
レーボール教室を始めました。以来、毎年夏休みから 10
月中旬にかけて、毎週１～２回の練習を行っています。
身近にある全国レベルのチームを知ることや、その選手
達と一緒にプレーできることは大きな魅力で、今年度ま
でに男女の合計およそ 500 名弱の参加者があり、そのほ
とんどが中学校卒業後も競技を続けてくれました。今年
度も男子 31 名、女子 20 名で活動を始めています。

初期のバレーボール教室卒業生たちは、高校や大学を
卒業する年代になりました。その卒業生たちが、お世話
になったクラブチームに関わったり、仲間と新しいクラ
ブを作ったりして活躍してくれることを期待しているわ

空手は武術として沖縄から発信されたものであります
が、現代においては「道」として確立され、修養・鍛
錬的な目的として活用されています。また、技術の習得
には全身運動として体力を養い、健康を増進させるとい
う面があり、老若男女問わず空手道に親しむ人々が多く
なっています。また、武道やスポーツはその発祥した国
の人々の考え方や行動・マナーなどが大切にされており、
空手道にも日本人の伝統的な「ものの考え方」や「行動
の仕方」が内在しています。この我が国固有の文化を学

けですが、この 3 年間はコロ
ナ禍ということもあり、成果
は見えにくいものの随所で手
応えは感じています。

また最近では『ビーチバレー
ボール』のチーム作りにも取
組んでいます。海のない長野
県ではありますが、駒ヶ根市には立派な施設があり、大
会も行われています。７月 31 日に行われた大会では、長
野市内中学校５校から希望者を募り、男子チームを編成
して出場。全員サンド（砂）コートは初体験ながらも、徐々
に適応していくとともに、高いコミュニケーション能力
を発揮してリズムを掴み、４年ぶり２回目の優勝を飾り
ました。バレーボールは、ご存知の通り６人制が主流で
すが、ビーチバレーボールは４人制と２人制となります。
体力的にはハードですが、少人数でも試合ができるとい
うことは魅力で、今後の大きな可能性を感じています。

いずれにしても、競技人口を維持して盛り上げていく
ためには「ジュニア層への働きかけが最も重要である」
との思いから、知恵を絞りながらできるところから取組
みを始めました。こうした取組みや活動を基盤として、
当連盟が充実してい
く こ と や、2028 年
開催の長野国民ス
ポーツ大会で当市関
係選手が活躍してく
れることを願ってや
みません。

習することは、子どもたちをはじめ、これから国際社会
で生きる日本人として重要であると考えております。

長野市空手協会では以下５つの訓え【道場訓】のもと、
日々稽古に励んでおります。

【道場訓】
一、人格完成に努むること
一、誠の道を守ること
一、努力の精神を養うこと
一、礼儀を重んずること
一、血気の勇を戒むること

空手は、「東京 2020 オリンピック」の種目として競技
が開催されました。スポーツとしての大会・競技会も盛
んになっております。しかし現在、「新型コロナウイルス
感染症」という人類が経験したことのない試練に空手も
立ち向かっています。国内発症から感染拡大の波を我々
は幾度か経験した現在では、「大会用・練習用の感染対策
ガイドライン」などにより、感染対策マニュアルはある
程度確立されつつあります。このガイドラインを指針と
して活用しながら、人類の英知が一刻も早い終息に導い
てくれることを信じて、日々稽古に励んでおります。

長野市バレーボール連盟
� 理事長　竹内　　護

長野市空手協会
� 理事長　丸山　博樹

加盟団体・登録単位団の活動紹介加盟団体・登録単位団の活動紹介
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長野市ソフトボール協会は、1978 年４月（昭和 53 年）
に発足し活動を開始しました。

当時は、地域の育成会活動も活発で小学校の女子ソフ
トボールチームが数多く存在していました。

しかし、近年は少子化や子どもたちのスポーツ離れ、
スポーツ競技等の多様化もあり、選手やチームの減少が
進んでいます。ソフトボールの競技人口を拡大するため
には、基礎となる小学生を対象とした普及・振興策を講
じることにより、中学・高校の部活などへつなげること
が重要であると考えています。

ソフトボールは老若男
女に受け入れられたみん
なのスポーツであり、生
涯スポーツとしても親し
み楽しむ事ができる素晴
らしいスポーツです。ま

当協会は、平成 10（1998）年の長野パラリンピック
冬季競技大会の開催を機に前年の８月に設立されまし
た。主な構成員は、（福）長野市身体障害者福祉協会等
の障害者団体及び障害者スポーツ団体並びに個人会員及
び賛助会員です。

活動の目的は、障害者スポーツの振興及び障害者の心
身の健康維持増進と社会参加意欲の向上を図ることであ
り、障害者を対象とした各種スポーツ講習会、障害の有
無を問わず参加できるパラスポーツ体験会の開催や、毎
年５月に長野運動公園で行う長野市障害者スポーツ大会
の開催等が主な事業です。

また、令和２年度からは長野市との共同開催事業
として、誰もがパラスポーツを体験できるイベント

た一方で「競技ス
ポーツ」として、
国際的な舞台でも
活躍しています。
記憶に新しいとこ
ろでは、昨年開催
された東京オリン
ピックで日本女子ソフトボールチームが、念願かない金
メダルを獲得しました。

当協会の活動としましては、小学生大会（春季・夏季・
秋季）、中学生大会（新人戦）、高校生大会、一般女子レ
ディース大会等を開催しています。また、全国大会、中
日本大会、北信越大会にも毎年出場しています。

また、各地域のソフトボール大会等におきましても、
要請があれば公認審判員を派遣するなど、協力して大会
を盛り上げています。

当協会においても、公認審判員の高齢化が進んでいま
す。ソフトボールの競技人口拡大と共に審判員の養成も
喫緊の課題となっています。

どなたでも興味がありましたらお気軽にお問い合わせ
ください。

「NAGANO パラ★スポーツデー」を実施しています。
スポーツ講習会は、ややもすれば家に閉じこもりがち

になってしまう障害者の方に、少しでも外に出て身体
を動かしてもらえるよう、障害の程度や状況に応じた内
容で行い、パラスポーツ体験会は障害がある人もない人
も一緒に楽しめるパラスポーツを体験することでパラス
ポーツを広く認知してもらい、関心を高めてもらうこと
を目指しています。この他にも、市内の公民館や福祉施
設等へ出向いての出前講習会やスポーツ用具の貸し出し
を行っています。

しかし、ここ３年ほどはコロナ禍により、計画した事
業が満足に行えず、参加を希望する皆さんには大変ご迷
惑をおかけしています。53 回を数える伝統ある長野市
障害者スポーツ大会にあっては、３年連続で開催中止を
余儀なくされています。一日も早くコロナ禍が一掃され、
当協会の事業が計画どおりに開催でき、大勢の皆さんに
スポーツに親しみ楽しんでいただけることを願っており
ます。

長野市ソフトボール協会
� 事務局　中村　良一

長野市障害者スポーツ協会
� 事務局長　田口　裕一



第 39 号 令和 4 年 10 月 31 日（5）スポーツナガノ

一緒にやろうよ♪

　「若穂ジュニアスポーツ少年団」は、平成３年に設
立され、長野市立綿内小学校の体育館を中心に活動して
いる、小学生のバレーボールクラブです。近隣の地区か
ら参加している部員もおり、保護者の方々の力に支えら
れてバレーボールの大好きな子どもたちと大人たちが集
まり、週数回の練習と週末の練習試合や大会で力を試し、
喜んだり泣いたり笑ったり励まし合い頑張っています。

この 30 年余りの年月の中で、相手をしてくださった
周りのチームの方々のおかげで、全国大会や北信越大会
を幾度か経験させていただき、その頃に流れていた「栄
光の架橋」 に涙した事や、遠征で頑張ったご褒美にサー
ビスエリアでアイスクリームを食べたり、子どもたちの
激励会にバーベキューをし、なぜか大人たちが大盛り上
がりだったり、様々な事がありました。

卒団してからも活躍している先輩たちもたくさんいま

長野バドミントンスポーツ少年団はバドミントンを通
じて、体力および運動能力の向上、スポーツへの興味づ
けや技術の習得・向上を目指して活動しています。練習
は週３回、火曜日・金曜日・土曜日をベースに、できる
だけ多くの機会を設けています。現在は小学４年～６年
のメンバーが在籍しています。

バドミントンは性別、年齢に関わらず、楽しむことが
できるスポーツです。

スポーツとしては珍しく、身長が絶対的な要素になり
ません。子どもが取り組むのに向いている、努力をすれ
ば必ず報われるスポーツだと思います。

最近目にしたのですが、練習終了間
際に迎えに来たお母さんと新入部員の
娘さんが打ち合っていました。バドミ
ントンが共通の話題になり、母娘さん
の会話の手助けになればうれしいです。

練習風景ですが、部員は楽しそうに
練習をしています。フットワーク練習、
素振り、壁打ち、ストレッチ、ランニ
ングなどもあり、大人なら必ずしも楽
しくない練習も楽しんでやっています。

す。バレーボールが大好きで、後輩たちともたくさん練
習をしてくれました。

近年子どもの数が減り、存続が危ういチームもありま
すが、今できる事を見つけ、バレーボールの楽しさやス
ポーツの良さを子どもたちと一緒に感じていきたいと思
います。そして「ここで良かった」と思えるようなチー
ム作りを目指します。保護者の方々をはじめ、スポーツ
少年団関係者の皆様、地域の皆様方の応援・ご指導をこ
れからもよろしくお願いいたします。

大会も遠足の延長なのでしょうか？すごく楽しそうで
す。体育館の通路を皆で走り回っています。

練習を楽しみ、練習で苦しみ、試合に負けて悔しがり、
試合に勝って喜ぶ、などのいろいろな感情、さまざまな
状況を体験することで、スポーツマンシップ、フェアプ
レー精神、自己精進の大切さを学んでほしいです。

まだまだ発展途上のクラブですが、これからも皆で勉
強していきたいと思います。

若穂ジュニアスポーツ少年団
� 指導者　山嵜　喜代美

長野バドミントンスポーツ少年団
� 指導者　長田　寿和

第 38回若葉カップ全国小学生バドミントン大会　長野県予選会場にて　3位入賞
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陸 上 中津　敦喜 鈴木　淳也 鈴木　英司

水 泳（ 競 泳 ） 内山　博幸 西村　藍衣 清水　花峰 鈴木　茉陽 米山　理咲

水 泳 （ A S ） 内山まゆみ 古志野日菜子 久世　柚季

水 泳（OWS） 日置　永遠

水 泳（ 飛 込 ） 寺島美千代 長谷川英治

サ ッ カ ー 北村　彪真 吉家　香晴 橋本　志織 小林　　凜 吉原　柚葉

テ ニ ス 野村　智弘

ビーチバレーボール 北村　芳徳 小林　優斗

バスケットボール 荒木志勇人 小林　拓未 山口　智生 宮島　禎希

原田　咲彩 粟津　梨奈 小林　冬愛

セ ー リ ン グ 矢口　文香

自 転 車 北澤竜太郎

卓  球 塚田　桜姫

軟 式 野 球 金子　秀平 徳光　拓馬 北澤健二郎 黒岩　広夢

相 撲 尾羽林英樹 渡辺　　拓 北村　優太 竹内　　恵

馬 術 小林　義彦 小林　咲心

柔  道 橋爪　　謙 武居　沙知

バ ド ミ ン ト ン 小宮山聖文

ラ イ フ ル 射 撃 佐原　一輝

剣 道 志村　圭一 宮本　和真

カ ヌ ー 篠原　武文 佐藤　颯柊 佐藤妃花瑠

空 手 道 中村　宣之 松本　拓海

ボ ウ リ ン グ 神田伶葵那

ゴ ル フ 岸田妃奈乃

第77回 国民体育大会（ いちご 一 会とちぎ国体）長野市出場選手 ・ 監督第77回 国民体育大会（ いちご 一 会とちぎ国体）長野市出場選手 ・ 監督
３年ぶりの開催となる国民体育大会（本国体）に出場する長野市関係選手・監督の壮行会を計画しておりましたが、

新型コロナウイルス感染症に鑑み、止むなく中止といたしました。
なお、これまで壮行会にてお渡ししていた激励金については、個別での対応とさせていただきました。

（㊬＝監督）出 場 者 氏 名

入 賞 者 一 覧

※写真：（公財）長野県スポーツ協会提供

成　績 氏　名 所　属 競　技 種　別 種　目

2 武居　沙知 長野県警察 柔　道 女　子

5 清水　花峰 長野東高校 水泳（競泳） 少年女子 B 100mバタフライ

6 古志野日菜子 篠ノ井高校 水泳（AS） 少年女子 デュエット

㊬

㊬

㊬

㊬

㊬

㊬

㊬

㊬

㊬

㊬

㊬
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令和4年度　賛助会員の皆様(4〜10月)令和4年度　賛助会員の皆様(4〜10月)
当協会の事業にご賛同賜りました皆様の企業名・団体名・ご芳名を掲載し、紙面をもって厚くお礼申し上げます。

【法人会員】［敬称略・50音順］

【個人会員】［敬称略・50音順］

株式会社アイワ徽章 株式会社アサヒエージェンシー 株式会社旭電気商会

株式会社アブラヤ イコールゼロ株式会社 一般財団法人長野市勤労者共済会

一般社団法人長野市開発公社 株式会社岩野商会 NPO法人長野市ラグビーフットボール協会

株式会社エムウェーブ 株式会社小賀坂スキー製作所 川浦土建株式会社

株式会社北長野ホンダ 北野建設株式会社 協栄電気興業株式会社

株式会社共立プラニング 近畿日本ツーリスト株式会社　長野支店 有限会社小池印刷

株式会社斉藤工務店 株式会社JTB長野支店 株式会社JVCケンウッド・公共産業システム　長野システム営業所

信濃毎日新聞株式会社 芝上建設株式会社 情報通信設備株式会社

信越放送株式会社 シンコースポーツ株式会社　長野支店 株式会社信州スポーツスピリット

炭平コーポレーション株式会社 綜合地質コンサルタント株式会社 相馬商事株式会社

大日本法令印刷株式会社 株式会社大松建設 高木建設株式会社

有限会社髙木庭園 株式会社竹村製作所 株式会社タヤマスポーツ

千広建設株式会社 株式会社蔦友 株式会社つちや

有限会社寺島工務店 株式会社テレビ信州 株式会社電算

東京法令出版株式会社 株式会社徳永電機 有限会社巴商会

株式会社長野エーコープサプライ 長野エンジニア工業株式会社 長野県信用組合

長野県農協直販株式会社 長野県労働金庫　長野東支店 株式会社長野三光

長野市アイスホッケー協会 長野市空手協会 長野市グラウンド・ゴルフ協会

長野市ゲートボール連盟 長野市剣道連盟 長野市水泳協会

長野市スケート協会 長野市ソフトテニス協会 長野市卓球協会

長野市テニス協会 長野市ドッジボール協会 長野市バウンドテニス協会

長野商工会議所 長野市ライフル射撃協会 長野市陸上競技協会

長野信用金庫総務部 株式会社長野スター商会 株式会社長野パルセイロ・アスレチッククラブ

株式会社長野放送 日東電気工事株式会社 株式会社日本旅行長野支店

株式会社八十二銀行長野市役所支店 株式会社花岡 株式会社ヒシヤ

富士印刷株式会社 株式会社藤縄電機製作所 藤森建設工業株式会社

株式会社ボアルース長野フットサルクラブ 株式会社北條組 北斗電機株式会社

北陸コカ・コーラボトリング株式会社　長野支店 有限会社保科造園 株式会社ホテルメトロポリタン長野

株式会社ホンダカーズしなの 株式会社前川製作所長野営業所 松澤工業株式会社

株式会社マナテック ミズノ株式会社 ミツワヤンマー株式会社

矢木コーポレーション株式会社 株式会社山口電気 山本食品株式会社

株式会社Ｕホールディングス

※公表可の方のみ掲載しております。

相澤　和典 青木　　茂 青木　尚久 荒井　惠子 新井　秀徳 石井　貴佳 石坂　　真 伊東　一雄 伊藤　利博
稲垣　　実 臼井　　一 浦野　義忠 大塚　　隆 押見　善一 勝野　　学 加藤　真二 金沢　定夫 木内　和朋
北村　俊英 橘田　忠幸 久保田高文 倉石　義人 倉島　　明 小池　秀一 小島　君夫 小林　照男 小林　弘明
小林　正幸 小林　靖志 小林　祐二 五明　忠雄 小柳　　司 酒井　　崇 佐藤　正修 篠原　邦彦 柴澤　英男
島田　浩司 島田　政行 島村　道夫 清水　秀典 清水　正洋 下平　　嗣 神保　信希 鈴木　秀規 返町　　健
髙池　慎一 髙木　修司 髙見澤裕史 竹内　重雄 竹内　裕治 立岡　弘幸 田中　謙次 茅野　繁巳 塚田　勝彦
塚田　定正 土屋龍一郎 鴇沢　悦也 徳武　清実 徳武　正男 徳永　次男 轟　　房三 長澤　宏治 中澤　睦夫
中村　千春 中村　裕一 夏目　幸吉 西澤　雅樹 野池　達朗 花立　勝広 羽片　光成 平出　　勲 平澤　　智
広田貴代美 藤原　　昭 古田　新造 星野　修治 堀江　三定 前島　　卓 前橋　一男 町田　元司 松本　幸雄
丸山　英樹 丸山　陽一 峯村　　賢 宮岡　　靖 宮澤　俊弘 宮下　重敬 宮下　卓朗 宮本　正之 村田　和好
村田　修一 望月　勇次 安塚　譲治 栁澤　正宏 山岸　健二 山口　正樹 雪入　豊司 横田　典久 依田　元一
渡辺　誠一
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賛助会員募集
　当協会では、長野市が掲げる「スポーツを軸としたまちづくり」に取り組み、競技スポーツにおける競技力の向上とスポーツ人
口の拡大を推進しています。その一環として国内外で活躍するアスリートの育成をはじめ、各スポーツ大会やスポーツ教室の開
催など、大勢の市民の皆様にスポーツに親しんでいただく機会を提供する活動を行っております。
　皆様にはこの趣旨をご理解いただき、当協会の会員として、長野市のスポーツ振興にご支援を賜りますようお願いいたします。

❖ 会員の皆様には
　◦オリジナルグッズを差し上げます。　　◦年2回発行の広報紙をお送りします。
　◦当協会の広報紙やホームページに企業名・団体名・ご芳名を掲載いたします。
　◦個人、法人それぞれに税法上の優遇措置が適用されます。

❖ お申込み・お問い合わせ先　　公益財団法人長野市スポーツ協会
　　TEL/026-224-5088　FAX/026-224-8464　E-mail/info@nagano-taikyo.jp

賛助会費
個人会員　1口　1,000円
※3口以上お願いします。
法人会員　1口　10,000円

会長・副会長・顧問
役職名 氏　名 所属団体等
会　長 荻原　健司 長野市長
副会長 （堀江　三定） 長野県ボブスレー ･リュージュ ･スケルトン連盟
副会長 （篠原　邦彦） 長野市水泳協会
副会長 （浦野　義忠） 長野市陸上競技協会
副会長 （中澤　睦夫） （特非）長野市ラグビーフットボール協会
顧　問 塚田　　佐 元長野市体育協会会長
顧　問 加藤　久雄 元長野市スポーツ協会会長
顧　問 宇都宮　保 元長野市スポーツ協会理事長
顧　問 宮嵜嘉津夫 元長野市スポーツ協会副会長
顧　問 峯村　威男 元長野市スポーツ協会副会長
顧　問 三ツ井　晋 元長野市スポーツ協会副会長

理　　事
役職名 氏　名 所属団体等
理事長
(代表理事） 堀江　三定 長野県ボブスレー ･リュージュ ･スケルトン連盟

専務理事 橘田　忠幸 （公財）長野市スポーツ協会
常務理事 鈴木　秀規 長野市文化スポーツ振興部スポーツ課
理　事 篠原　邦彦 長野市水泳協会
理　事 浦野　義忠 長野市陸上競技協会
理　事 中澤　睦夫 （特非）長野市ラグビーフットボール協会
理　事 夏目　幸吉 長野市バレーボール連盟
理　事 徳永　次男 長野市サッカー協会
理　事 岡澤　忠博 長野商工会議所

監　　事
役職名 氏　名 所属団体等
監　事 伊東　一雄 （公財）長野県スポーツ協会
監　事 田中　謙次 （一社）長野市開発公社

参　　与
役職名 氏　名 所属団体等
参　与 茅野　繁巳 （公財）長野県スポーツ協会専務理事

参　与 島崎　　剛 長野県高等学校体育連盟理事長
（公財）長野県スポーツ協会理事

参　与 小林　祐二 長野市文化スポーツ振興部部長
参　与 丸山　陽一 長野市教育委員会教育長
参　与 勝野　　学 長野市教育委員会教育次長
参　与 藤澤　勝彦 長野市教育委員会教育次長
参　与 宮澤　俊弘 長野市スポーツ推進委員協議会会長
参　与 植村　邦子 長野市女性スポーツ団体連絡会会長
参　与 中川　大三 （公社）長野青年会議所理事長
参　与 宮尾　祐介 （公社）南長野青年会議所理事長

参　与 西沢　正隆 学識経験者・県議会議員
長野市アイスホッケー協会会長

参　与 髙島　陽子 学識経験者・県議会議員
長野市体操協会会長

参　与 市川　和彦 学識経験者・市議会議員
長野市馬術連盟会長

参　与 倉野　立人 学識経験者・市議会議員
長野市ソフトテニス協会会長

参　与 宮崎　治夫
学識経験者・市議会議員
長野市スキークラブ会長
長野市ライフル射撃協会会長

参　与 加藤　英夫 学識経験者・市議会議員
（公社）長野グライダー協会会長

評　議　員　会
役職名 氏　名 所属団体等
評議員会長 金子　廣史 長野市アイスホッケー協会
評議員 山﨑　弘道 長野市スキークラブ
評議員 森本　克美 長野市テニス協会
評議員 相澤　和典 長野市バスケットボール協会
評議員 山口　明宏 長野市ソフトテニス協会
評議員 春原　昌弘 長野市柔道連盟
評議員 関川　孝雄 長野市ライフル射撃協会
評議員 丸山　博樹 長野市空手協会
評議員 小川　高昭 （公社）長野グライダー協会
評議員 浅倉　　信 長野市ゲートボール連盟
評議員 伊藤　一之 長野市ドッジボール協会
評議員 柄沢　洋一 長野市ゴルフ協会
評議員 北澤　幸子 長野市エアロビック協会

総務専門委員会
役職名 氏　名 所属団体等
委員長 宮本　正之 （特非）長野市ラグビーフットボール協会
副委員長 西原　良一 長野市スケート協会
委　員 一由　和宏 長野市水泳協会
委　員 内山　国晴 長野市ダンススポーツ連盟
委　員 小野塚美香 長野市馬術連盟
委　員 小松　　彰 長野市バスケットボール協会
委　員 髙橋　信晃 長野市サッカー協会
委　員 竹内　　護 長野市バレーボール連盟
委　員 松山　博保 長野市グラウンド・ゴルフ協会
委　員 宮澤　慶治 長野市剣道連盟

事業推進専門委員会
役職名 氏　名 所属団体等
委員長 小林　靖志 長野市陸上競技協会
副委員長 加藤　真二 長野市体操協会
委　員 大杉　裕樹 長野市柔道連盟
委　員 田口　裕一 長野市障害者スポーツ協会
委　員 出川　剛志 長野市バウンドテニス協会
委　員 中村　良一 長野市ソフトボール協会
委　員 馬場　昌孝 長野市相撲連盟
委　員 福澤　吉晃 長野アメリカンフットボール協会
委　員 峯村　卓志 長野市卓球協会
委　員 元村　幸久 長野市バドミントン協会

事務局
役職名 氏　名
事務局長 （橘田　忠幸）
事務局次長 大林　明美
職　員 坂口　千春
職　員 渡邊　　葵

令和4年度　役　員　名　簿令和4年度　役　員　名　簿


