
任期2022年（令和4年）4/1～2024年（令和6年）3/31

1 　　　　　名誉顧問 （賛助会員） 　　　　佐々木　 正男 　　元八戸市ｻｯｶｰ協会会長（第7代）

2 　　　　　名誉顧問 　　　　工藤　 昌男 　　元八戸市ｻｯｶｰ協会会長（第8代）

3 　　　　　顧 　　 問 （正会員） 　　　　伊藤　順悦 　　前八戸市ｻｯｶｰ協会会長（第9代）

4 　　　　　顧 　　 問 （賛助会員） 　　　　田名部　 匡代 　　参議院議員

5 　　　　　顧 　　 問 （賛助会員） 　　　　山内　 正孝 　　元青森県議会議員

6 　　　　　顧 　　 問 （賛助会員） 　　　　壬生　八十博 　　八戸市議会議員

7 　　　　　名誉会員 （賛助会員） 　　　　工藤　 誠志 　　元八戸市ｻｯｶｰ協会副会長

8 　　　　　名誉会員 （正会員） 　　　　田中　 健二 　　元八戸市ｻｯｶｰ協会副会長

9 　　　　　名誉会員 （正会員） 　　　　余湖 　勝利 　　元（一社）青森県ｻｯｶｰ協会常務理事

10 　　　　　名誉会員 （賛助会員） 　　　　仲道　 　工 　　元八戸市ｻｯｶｰ協会副会長

11 　　　　　法人会員 （賛助会員） 　　　　河原　　史 　　（有）ﾎｰﾘｰいろは薬局 代表取締役

12 　　　　　法人会員 （賛助会員） 　　　　中村 　 彰 　　（株）中村ｽﾎﾟｰﾂ社代表取締役

13 　　　　　会　　　長 （正会員・代表理事） 　　　　嶋脇　 洋三 　　（一社）青森県ｻｯｶｰ協会理事

14 　　　　　副  会 長 （正会員・理事） 　　　　寺地　一美 　　（一社）青森県ｻｯｶｰ協会1種社会人委員長

15 　　　　　副  会 長 （正会員・理事） 　　　　田嶋　善博 　　（一社）青森県ｻｯｶｰ協会正会員（市協会推薦）

16 　　　　　専務理事 (正会員・理事） 　　　　和田　　真 　　（一社）青森県ｻｯｶｰ協会理事

17 　　　　　常務理事 （正会員・理事） 　　　　佐藤　 隆司 　　（一社）青森県ｻｯｶｰ協会正会員（市協会推薦）

18 　　　　　常務理事 （正会員・理事）兼ﾌｯﾄｻﾙ委員長 　　　　山美　 雅宏 　　（一社）青森県ｻｯｶｰ協会正会員（市協会推薦）

19 　　　　　監 　　事（正会員） 　　　　渡邉 　紀章 　　市内ﾘｰｸﾞ委員長

20 　　　　　監 　　事（正会員） 　　　　佐々木 　健 　　市内ﾘｰｸﾞ副委員長

21 　　　　　特任理事（Ｊ3担当） 　　　　菅原　 康平 　　ｳﾞｧﾝﾗｰﾚ八戸

22 　　  　　市内ﾘｰｸﾞｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ（正会員・理事） 　　　　二澤平　進 　　八戸ｾﾞﾌﾞﾗ 50

23 　　　　　総務委員長 （正会員・理事） 　　　　松坂　 匡克 　　青森ｺﾞｰﾙ

24 　　　　　総務副委員長 　　　　沼田 　健一 　　根城小

25 　　　　　審判委員長 　　　　見付 　和昭 　　八戸市庁

26 　　　　　審判副委員長 　　　　小田　 幸司 　　三菱製紙

27 　　　　　　　　　〃 　　　　石田　　明 　　空自三沢

28 　　　　　　　　　〃　   （ﾌｯﾄｻﾙ担当） 　　　　槻館 　慎哉 　　八戸FC

29 　　 　　審判ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 　　　　石鉢 　 学 　　工大一高

30 　　　　　技術委員長 　　　　山端 　研人 　　市川中

31 　　　　　技術副委員長 　　 　 小笠原　優 　　白銀中

32 　　　　　　　　　〃 　　　　中居　 俊輝 　　下長中

33 　　　　　1種（社会人）委員長 　　　　下斗米　孝志 　　JFA認定ﾏｯﾁｺﾐｯｼｮﾅｰ（県協会1種社会人副委員長）

34 　　　　　1種（社会人）副委員長 　　　　鈴木 　俊博 　　八戸市庁

35 　　　　　1種（大学・高専）委員長 　　　　三田　 和典 　　八戸学院大

36 　　　　　1種（大学・高専）副委員長 　　　　馬場 　秋雄 　　八高専

37 　　　　　2種委員長 　　　　岩渕 　亮二 　　八高

38 　　　　　2種副委員長 　　　　畑中　  孝太 　　八学光星高

39 　　　　　　　　　〃 　　　　照井  　篤 　　ｳﾞｧﾝﾗｰﾚ八戸U-18（県協会2種副委員長）

40 　　　　　　　　　〃　 　（総務担当） 　　　　伊藤  　格 　　八東高

41 　　　　　3種委員長 　　　　嶋守 　健太郎 　　白銀南中

42 　　　　　3種副委員長（審判担当） 　　　　古舘　  学 　　根城中

43 　　　　　3種副委員長兼ｸﾗﾌﾞﾕｰｽ委員長 　　　　荒木地　卓思 　　ﾘﾍﾞﾛ八戸SC Ｕ-15

44 　　　　　3種副委員長兼ｸﾗﾌﾞﾕｰｽ副委員長 　　　　中村 　圭悟 　　ｳﾞｧﾝﾗｰﾚ八戸U-15（県協会ｸﾗﾌﾞﾕｰｽ委員長）

45 　　　　　4種委員長 　　　　廣澤　 玲緒 　　ﾘﾍﾞﾛ八戸SC Ｕ-12

46 　　　　　4種副委員長（総務担当） 　　　　中川原　泰文 　　青潮小

47 　　　　　　　　　〃　 　（会計担当） 　　　　粟津 　 宏治 　　青潮小

48 　　　　　　　　　〃　 　（審判担当） 　　　　夏堀 　 晃一 　　白銀南SSS

49 　　　　　　　　　〃　 　（4種ﾄﾚｾﾝ担当） 　　　　花生 　　琢 　　八戸Renma FC

50 　　　　　女子委員長 　　　　坂田  　直利 　　SHRINE・Enchantee（県協会女子副委員長）

51 　　　　　女子副委員長 　　　　小川　  啓示 　　八戸学院大

52 　　　　　　　　　〃 　　　　坂田　恵美子 　 　　SHRINE・Enchantee

53 　　　　　　　　　〃 　　　　福士　  一毅 　　工大二高

54 　　　　　ｼﾆｱ委員長 　　　　田村  　儀則 　　八戸ｾﾞﾌﾞﾗ SC 60（県協会ｼﾆｱ副委員長）

55 　　　　　ﾌｯﾄｻﾙ副委員長 　　　　清水　浩介 　　ｲﾀﾁｶ八戸（東北ﾌｯﾄｻﾙﾘｰｸﾞ１部）

56 　　　　　ｷｯｽﾞ委員長 　　　　笹本 　　俊 　　FC図南・明治

57 　　　　　ｷｯｽﾞ副委員長 　　　　鳥谷部 　秀幸 　　GINGA ENTRADA
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