
（2021.6.12現在）

会長 船木　正也 公認審判員審査委員長 小林　尚人

副会長 小平　富久 ママさん連盟理事長 内堀　智子

副会長 夏目　幸吉 情報技術部 林　　厚志

副会長 竹淵　光雄

副会長

専務理事

常務理事 竹内　　護

常務理事 青木　髙志

常務理事 城田　孝夫

常務理事 田原　　茂

総務委員長 赤間　善浩

競技委員長 坂田　秀男 松本　信治

審判委員長 中島　俊昌 鈴木　　功

指導普及委員長 三村　公二 腰原　正明

強化委員長 鏡味　照明 饗場　良仁

実業団理事長 島津　鉄男 市瀬　辰秋

クラブ連理事長 桑原　康秀 澤井　久一

高体連専門委員長 中澤　健祥 池田　安宏

中体連専門委員長 牛田　佳伸 横川　研一

小学生連盟理事長 西澤　悦郎

ソフト連盟理事長 篠原　初男

ビーチ連盟理事長 三島　英徳

大学連盟担当 野口　京子

ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ創設推進ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ 城倉　　淳

障がい者ｽﾎﾟｰﾂ担当 吉川　　豊

中高飯水協会 野口　剛彦 総務委員会 木下　久資

須高協会 吉澤　康幸 競技委員会 堀内　真理

長水協会 小山　正隆 審判委員会 北原　良太

ちくま協会 渡辺　英治 指導普及委員会 白澤　保久

うえだ協会 中川　智浩 強化委員会 中山　真一

佐久平協会 宮澤　智昭 実業団連盟 塚田　喜代志

諏訪湖周辺協会 市川　敏文 クラブ連盟 中村　岳彦

上伊那協会 浦野　光雄 高校体育連盟 岡本　雅仁

飯伊協会 近藤　力夫 中学校体育連盟 小田切　克仁

塩尻木曽協会 村上　公彦 小学校連盟 小林　達月

松本協会 伊藤　明広 ママさん連盟 岩田　玲子

安曇野・東筑協会 森　　哲夫 ソフトバレー連盟 谷口　博一

大北協会 山崎　　智 ビーチバレー連盟 中塚　俊彦

大学連盟 中島　節子

〈　事 務 局　〉 堀内　和美

〈　オブザーバー　〉

北　　信

東　　信

南　　信

中　　信

村上　里志

◇　　県　協　会　役　員　　◇

〈　加 盟 団 体 代 表 委 員　〉

〈　監　　　　事　〉

脇坂　清志

鈴木　正弘

〈　評　議　員　〉

〈　理　　　　事　〉



委員長 赤間　善浩 委員長 坂田　秀男

副委員長(NVAﾆｭｰｽ担当) 木下　久資 副委員長 吉川　　豊

副委員長(北信地区担当) 和田　　巌 副委員長 山崎　　智

委員(財務改善担当) 麻原　恒太郎 委員(主事･ｸﾗﾌﾞ連) 堀内　真理

委員(中信地区担当) 上條　英輔 委員(北信) 牧　　晃正

委員(南信地区担当) 浦野　光雄 委員(東信) 野口　清二

委員(東信地区担当) 中川　智浩 委員(南信) 関島　宏至

委員(MRS担当) 高山　裕輝 委員(中信) 傘木　史仁

委員(実連) 石井　清道

委員(高体連) 三澤　由夫

委員長 中島　俊昌 委員(中体連) 牛田　佳伸

副委員長 林　　康彦 委員(小連) 太田　秀明

副委員長(ｸﾗﾌﾞ連審判長) 北原　良太 委員(JVIS) 林　　厚志

副委員長(高体連審判長) 小森　美明 委員(JVIS) 上野　貴充

副委員長(中体連審判長) 小宮山　瞳

主事(実連審判長) 待井　広光

委員(小連審判長) 高遠　絋介 委員長 三村　公二

副主事 百瀬　　誠 副委員長 城倉　　淳

委員 山条　康弘 委員 桑原　康秀

委員 木下　智弘 委員 一岡　純示

委員 宮島　秀記 委員 羽田　悦夫

委員 岡部　敦美 委員 池田　安宏

委員 柄澤　大輔 委員 新海　吉永

委員 高橋　　徹 委員 白澤　保久

委員 高宮　明親

委員 吉岡　晴信

委員長 鏡味　照明 委員 鈴木　直人

副委員長(高校･成年男子) 宮坂　俊樹 委員 羽入田　拓磨

副委員長(高校) 中山　真一 委員(会計担当) 是則　二郎

委員(会計･高校) 紅谷　一人 委員 竹村　昭浩

委員(中学・一貫指導) 木下　久資

委員(中学) 牛田　佳伸

委員(中学女子) 齊間　香里 委員長 小林　尚人

委員(中学女子) 安藤　利長 副委員長 加藤　正明

委員(中学男子) 山岡　航太郎 副委員長 鏡味　照明

委員(ビーチ担当） 三島　英徳 副委員長 野口　剛彦

委員(ビーチ担当) 齋藤　善治 委員 佐藤　和彦

委員(選手発掘･Jr) 高相　一夫 委員 中島　俊昌

委員(成年女子) 松本　隆義

◇　　委　員　会　役　員　　◇

〈　総　務　委　員　会　〉 〈　競　技　委　員　会　〉

〈　指 導 普 及 委 員 会　〉

〈　強　化　委　員　会　〉

〈　公認審判員審査委員会　〉

〈　審　判　委　員　会　〉



会長 渡邉　幹雄 会長 松本　信治

理事長 小林　尚人 理事長 吉澤　康幸

総務委員長 佐藤　克之 総務委員長 土屋　正彦

競技委員長 山﨑　茂雄 競技委員長 黒岩　龍也

審判委員長 杉原　幸茂 審判委員長 佐藤　雅晴

指導普及委員長 山田　真治 指導普及委員長 林　　秀一

強化委員長 野口　剛彦 事務局 吉澤　康幸

事務局長 片桐　嘉幸

会長 夏目　幸吉 会長 鈴木　　功

理事長 竹内　　護 理事長 林　　幸彦

総務委員長 小山　正隆 総務委員長 久保　益利

競技委員長 鈴木　良夫 競技委員長 荒井　宏一

審判委員長 森　　重喜 審判委員長 高橋　　猛

指導普及委員長 三村　公二 指導普及委員長 庄村　知之

強化委員長 篠崎　　寛 事務局 中山　信幸

事務局 田邊　靖彦

会長 小平　富久 会長 柏木　正直

理事長 青木　髙志 理事長 宮澤　智昭

総務委員長 中川　智浩 総務委員長 清水　竜也

競技委員長 石井　清道 競技委員長 野口　清二

審判委員長 小宮山　瞳 審判委員長 大澤　隆英

指導普及委員長 工藤　健司 指導普及委員長 原　　暁生

事務局 中川　智浩 事務局 荻原　和章

北　　信　　地　　区

◇　　地　区　協　会　役　員　　◇

〈　うえだバレーボール協会　〉 〈　佐久平バレーボール協会　〉

〈　ちくまバレーボール協会　〉〈　長水バレーボール協会　〉

東　　信　　地　　区

〈　中高飯水バレーボール協会　〉 〈　須高バレーボール協会　〉



会長 小谷　益弘 会長 林　　憲明

理事長 市川　敏文 理事長 城田　孝夫

総務委員長 下條　治久 総務委員長 浦野　光雄

競技委員長 伊波　智仁 競技委員長 市瀬　辰秋

審判委員長 井出　泰裕 審判委員長 宮崎　克洋

指導普及委員長 高木　俊幸 指導普及委員長 藪原　　正

事務局 北原　智雪

会長 坂巻　道弘

理事長 近藤　力夫

総務委員長 熊谷　敬俊

競技委員長 関島　宏至

審判委員長 塚平　弘和

指導普及委員長 是則　二郎

事務局 熊谷　敬俊

会長 山村　博喜 会長 田原　　茂

理事長 村上　公彦 理事長 吉川　　豊

総務委員長 林　　康彦 総務委員長 上條　英輔

競技委員長 赤堀　博幸 競技委員長 傘木　史仁

審判委員長 小泉　豊土 審判委員長 宮坂　英幸

指導普及委員長 田辺　圭一 指導普及委員長 立花　法真沙

事務局 林　　康彦 事務局長 伊藤　明広

会長 望月　雄内 会長 中村　元治

理事長 森　　哲夫 理事長 山崎　　智

総務委員長 赤羽　利夫 総務委員長 坂本　　薫

競技委員長 丸山　靖幸 競技委員長 岡田　正行

審判委員長 久保田　陽介 審判委員長 原田　隆雄

指導普及委員長 高山　雅希 指導普及委員長 横川　光啓

事務局 丸山　あづみ 強化委員長 宮澤　　力

事務局 桑原　康秀

〈　塩尻木曽バレーボール協会　〉 〈　松本バレーボール協会　〉

中　　信　　地　　区

〈　飯伊バレーボール協会　〉

南　　信　　地　　区

〈　諏訪湖周辺バレーボール協会　〉 〈　上伊那バレーボール協会　〉

〈　安曇野・東筑バレーボール協会　〉 〈　大北バレーボール協会　〉



会長 小平　富久 会長 竹淵　光雄

理事長 島津　鉄男 理事長 桑原　康秀

副理事長 塚田　喜代志 副理事長 矢嶋　政雄

総務委員長 長野　　光 副理事長 山崎　　智

競技委員長 石井　清道 総務委員長 中村　岳彦

審判委員長 待井　広光 競技委員長 堀内　真理

監事 篠崎　　寛 審判委員長 北原　良太

普及強化委員長 笹川　星哉

部長 羽毛田　哲朗

委員長 中澤　健祥 部長 　

委員(北信) 岡本　雅仁 委員長 牛田　佳伸

委員(南信) 宮下　美保子 副委員長 小田切　克仁

委員(中信) 三澤　由夫 委員 小宮山　瞳

委員(東信) 佐野　正和 委員 庄村　美和子

事務局 中澤　健祥 事務局 牛田　佳伸

会長 藤井　平一 会長 小澤　雅代

理事長 西澤　悦郎 副会長・理事長 内堀　智子

総務委員長 吉岡　宏和 副理事長 小野　真子

競技委員長 太田　秀明 副理事長 岩田　玲子

審判委員長 高遠　紘介 競技委員長 柳沢　富美子

指導普及委員長 鈴木　直人 審判委員長 平林　和子

事務局 堀越　文夫 総務委員長 滝澤　真由美

事務局 内堀　智子

会長 半藤　繁秋

理事長 篠原　初男 会長 林　　憲明

副理事長 宮澤　岳人 理事長 三島　英徳

総務委員長 新井　和弘 副理事長 中塚　俊彦

競技委員長 谷口　博一 副理事長 小澤　光良

審判委員長 北村　　豊 副理事長 常田　貴志

指導普及委員長 笠原　敬太郎 審判委員長 登内　達也

事務局 新井　和弘 事務局 丸山　健太

顧問 中村　英三

会長 斎藤　和幸

副会長 野口　京子

理事長 中村　真由美

理事 木藤　伸夫

理事 堤　　裕美

理事 岩田　　靖

長野県大学バレーボール連盟

◇　　単　位　団　体　役　員　　◇

長野県実業団バレーボール連盟 長野県クラブバレーボール連盟

長野県高等学校体育連盟バレーボール専門部

長野県中学校体育連盟バレーボール専門部

長野県小学生バレーボール連盟 長野県ママさんバレーボール連盟

長野県ソフトバレーボール連盟

長野県ビーチバレーボール連盟


