
公益財団法人岩手県体育協会　加盟競技団体一覧 2022/6/23現在事務局データ

NO 団体名 ホームページアドレス 会長 副会長 評議員 理事長(専務) 事務局長 強化担当 スポ少担当
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1 (一財)岩手陸上競技協会 https://iwate-rk.com/ 松　田　　　繁 宍戸豊治・似内利正･下瀬川俊一・小野寺文朗・箱石文夫・松村巌寿・菊池勝彦 松　田　　　繁 山　﨑　孝　一 阿　部　幸　彦 藤　井　雅　史 山　内　弘　文 65 70 136 271 1,555 1,458 2,956 5,969

2 (一社)岩手県水泳連盟 http://iwate-suiren.jp/ 小田島　秀　俊 山二利和･木村 司･千田 博･大上利博 木　村　　司 一ノ倉　眞　吾 宮　野　光　政

駒谷善吾・伊藤秀
幸・遠藤悠子・佐々
木靖史・中村剛・若
月武彦

宮　野　るみ子 22 30 3 1 56 312 705 73 3 1,093

3 (公社)岩手県サッカ－協会 http://www.fa-iwate.com 佐　藤　訓　文 鎌田安久・岡崎正信・村上文丈・出口忠一 佐　藤　訓　文 森　亮(専務理 太　田　久美子 長谷川　　　仁 工　藤　幹太郎 47 60 82 85 274 1,438 1,680 2,047 2,295 7,460
4 (一財)岩手県スキ－連盟 https://ski-iwate.jimdo.com/ 山　本　　　進 村里敏彰・三田林太郎 関　　　治　人 関　治人(専務理事) 関　　治　人 39 11 39 89 1,484 47 123 42 1,696
5 (一社)岩手県テニス協会 http://www.iwatetennis.server-shared.com/ 八　橋　徹　英 舘鼻扶美雄・浅沼秀夫･藤原 修・浅沼道成 八　橋　徹　英 浅　沼　道　成 佐　藤　　　新 藤　島　　　努 19 15 3 19 56 447 308 90 81 926
6 岩手県ボ－ト協会 https://iwaterowing.weebly.com/ 谷　村　邦　久 及川忠人・鈴木　裕 佐々木　秀　幸 佐々木　秀　幸 砂子田　　　仁 高　橋　和　則 7 6 13 20 130 150
7 岩手県ホッケ－協会 佐々木　光　司 菊池省治・田村政雄・佐藤卓 田　村　政　雄 西　田　範　次 西　島　寿　紀 近　江　隆　久 遠　藤　浩　治 3 4 6 4 17 53 55 50 40 198
8 岩手県ボクシング連盟 https://iwate.jabf-revival.com/ 山　本　武　司 守口憲三・日當仁己・水野昭利・上関 優 千　田　　　清 千　田　　　清 小　池　　　彰 佐　藤　　　甚 6 10 16 30 120 20 170
9 岩手県バレ－ボ－ル協会 http://www.iwate-volleyball.jp 山　形　守　平 平野和彦・菊地博美・佐々木佳史・大久保浩一・千葉智行 山　形　守　平 田　中　　　基 千　田　　　俊 小　林　利　勝 戸　羽　太　一 131 95 162 96 484 1,307 1,551 2,315 1,430 6,603

10 岩手県体操協会 http://www7a.biglobe.ne.jp/~iwategym 木　村　昻　史

青山祐助・安保忠和･井上昭二・長内善男・川村博昭・菊池軍次・佐々木
喜久子・佐藤亥壱・髙槻くみ子・髙槻 讓・田村雄孝・平澤千麻子・藤舘
秀剛･藤原牧子・松井保憲・山下芳男・髙橋康文・佐々木惇文･小野寺武
俊・佐藤 功･小原由紀・瀬戸和彦･小野寺満･村田和代

木　村　昻　史 渡　邊　好　章 五日市　　　悌 佐々木大章（体操）

根本英克(体操男
子)小堀健大(体操
女子）國正瑞輝(新
体操男子)菊池佳奈
子(新体操女子)小
野茉莉江(トランポ

リン）

3 13 8 20 44 3 80 164 125 372

11 (一社)岩手県バスケットボール協会 https://iwate.japanbasketball.jp/ 赤　坂　俊　幸 熊谷秀樹・冨手健悦・松尾和彦 松　尾　和　彦 藤原 修(専務理事） 岩渕　麻子(事務局担当） 大内　誠光（U12担当） 藤　澤　周　一 50 121 216 172 559 598 1,853 2,953 2,613 8,017
12 岩手県スケ－ト連盟 http://iwate-skate.net/ 竹　田　浩　久 吉田 勝・春木 潤・長澤町子 佐　藤　　　有 髙　見　幸　夫 上　田　勝　人 植　津　悦　典 藤　尾　佳　子 11 5 9 16 41 51 23 25 25 124
13 岩手県レスリング協会 上　野　三　郎 古舘章秀・松場喜美夫 上　野　三　郎 一　郷　武　彦 上　野　堅太郎 上　野　堅太郎 田　口　裕　道 4 5 9 15 72 5 30 122
14 岩手県ヨット連盟 長　塚　奉　司 橋本久夫・松下　寛 松　下　　　寛 山　下　　　亮 橋　本　洋　平 山　下　　　亮 伊　奈　一　美 3 2 1 6 53 38 8 99
15 岩手県ウエイトリフティング協会 https://iwahpm.wixsite.com/mysite-weight1 鷹　觜　文　昭 高橋芳昭・高橋幸一・及川 一・軍司　悟 鷹　嘴　文　昭 吉　田　新　一 芦　渡 　 　翔 芦　渡 　 　翔 1 4 5 20 47 67
16 岩手県ハンドボ－ル協会 http://iwate-handball.sports.coocan.jp/ 佐　藤　睦　朗 佐藤良介・遠藤朝志・工藤鉄男・小原眞澄・中島昭博・川村俊彦・菊地正道 佐　藤　睦　朗 岡　市　　　武 櫻　庭　隆　夫 大　沢　　勝 柏　葉　公　平 20 34 32 5 91 231 459 497 166 1,353
17 岩手県自転車競技連盟 http://iwate-cf.com/ 熊　谷　　　泉 佐藤 昭・谷藤節雄 佐　藤　　　昭 花　立　政　広 藤　根　弘　枝 宮　　　弘　行 4 4 8 25 30 55
18 岩手県ソフトテニス連盟 http://www.soft-tennis.com/iwate/ 新　沼　正　博 土井　進・高橋 等・児玉 進・石川嘉信・中村正志・千葉　尚・藤澤　崇 新　沼　正　博 宮　田　　　勤 村　松　雅　彦 伊　東　　健 内　澤　由理子 58 72 141 29 300 1,452 1,990 4,261 441 8,144
19 (一社)岩手県卓球協会 http://park3.wakwak.com/~itta.jimu/index.html 小　野　　　豊 佐々木直美・柏山徹郎・新沼興隆・小坂信彦・上村　弥・長沼政行 小　野　　　豊 高　橋　和　博 高　橋　栄　喜 高　橋　和　博 山　田　　　保 80 110 69 20 279 999 1,228 1,793 210 4,230
20 岩手県野球協会 http://www.iwate-baseball.jp/ 菊　池　徳　男 佐々木清美・中山喜美男・尾形英一・下川原康文・細川克也 髙　橋　勝　利 髙　橋　勝　利 髙　橋　勝　利 小　倉　建　一 小　倉　建　一 328 125 164 617 7,564 1,747 2,534 11,845
21 JABA岩手県野球連盟 http://blog.livedoor.jp/iwate_baseball_ass/ 上　市　隆　之 山本晋・上市勉 上　市　隆　之 上　平　　　勉 姉　帯　輝　雄 26 26 742 742
22 岩手県相撲連盟 熊　谷　　　晃 木村幸弘・和野久典・菊地光明・遠藤 正・谷地　譲 熊　谷　　晃 姉　帯　恵　一 阿　部　　　稔 田　澤　和　麻 佐　藤　秋　治 8 2 10 10 30 50 15 30 80 175
23 岩手県馬術連盟 佐々木      努 三浦　強・佐々木清一・千葉 忠 赤　澤　　　赳 赤　澤　　　赳 赤　澤　　　赳 千　葉　　　忠 1 1 1 3 68 2 70
24 岩手県柔道連盟 http://www5a.biglobe.ne.jp/~i-judo/iwatejudo.htm 千　葉　　　翠 後藤康文・今　五郎・佐藤正俊・小野寺孝介・高橋幸八郎 千　葉　　　翠 小黒澤　正　智 小黒澤　正　智 本　波　邦　盛 細工藤　弘　巳 20 44 67 40 171 921 459 668 511 2,559
25 (一社)岩手県ソフトボ－ル協会 http://www.iwate-softball.jp/ 武　田　平　八 千葉幸男・小鯖利弘・佐々木伸良・小野寺 満・吉岡裕晃・田口秀樹・徳納建興 武　田　平　八 立　花　多加志 下　田　政　人 大　塚　健　樹 佐藤　浩司 57 30 26 14 127 1,209 444 352 207 2,212
26 岩手県バドミントン協会 https://badminton-iwate.net/ 竹　林　克　彦 伊藤張二・及川浩純・鬼柳孝夫・高田満・石川淳・村上信夫 竹　林　克　彦 村　上　信　夫 藤　澤　正　幸 鈴　木　広　志 千　葉　順　一 87 87 539 1,189 1,132 401 3,261
27 岩手県弓道連盟 戸　羽　久　之 及川好布・足利幸吉・土川敦・及川浩純 及　川　好　布 及　川　好　布 足　利　幸　吉 土　川　　　敦 27 78 105 329 1,239 18 1,586
28 岩手県クレ－射撃協会 https://iwateclayshooting.web.fc2.com/ 藤　沼　弘　文 松田芳一・佐藤秀司 藤　沼　弘　文 佐　藤　勝　治 岩　淵　誠　司 松　田　芳　一 1 1 43 43
29 岩手県ライフル射撃協会 髙　橋　祥　光 大西宣文 髙　橋　祥　光 小　船　清　悦 佐　藤　健　一 大西宣文・佐々木正広 1 1 30 1 1 32
30 岩手県剣道連盟 http://iwatekendo.com/kenren/ 小笠原　宏　志 谷藤文明・菊池長悦・中村壽夫・藤原晶幸・照井悦信 小笠原　宏　志 野　崎　　　潔 大　谷　佳代子 下　川　祐　造 菊　池　長　悦 27 77 148 67 319 1,300 459 905 560 3,224
31 (一社）岩手県ラグビーフットボール協会 http://iwate-rugby.r-cms.jp 白　根　敬　介 鷹羽金司・鈴木 淳・川村英伸 川　村　英　伸 鷹　羽　金　司 柴　田　紀　正 小　原　崇　志 鈴　木　　　淳 19 17 6 13 55 539 442 77 493 1,551
32 (一社)岩手県山岳・スポーツクライミング協会 https://iwatesankyo.or.jp/ 吉　田　春　彦 三田正巳・武田勝栄・小山勝稔 吉　田　春　彦 小野寺　修(専務理事） 小野寺　　　修 畠　山　　　晃 畠　山　　　晃 29 13 42 7 42 16 19 84
33 岩手県フェンシング協会 秋　保　茂　樹 千葉整一・石井美樹子 千　葉　整　一 田　村　　　明 阿　部　篤　嗣 田　村　　　明 佐々木　　　満 2 1 3 15 35 1 10 61
34 岩手県銃剣道連盟 玉　澤　徳一郎 外村　進・佐々木利朗 中　村　勝　久 佐々木　利　朗 中　村　勝　久 佐々木　利　朗 岩　舘　純　也 12 1 13 124 2 1 2 129
35 岩手県ア－チェリ－協会 (休職中)鈴　木　俊　一 高橋克宏(会長職代行)・小西征史・髙橋孝司・髙橋大作 佐々木　君　夫 佐々木　君　夫 松　尾　　　聡 角　　　清　一 猪　股　範　雄 4 1 5 98 99 2 8 207

36 岩手県カヌー協会 橘　　　　　誠 佐　藤　義　正 田　屋　　　巧 藤　澤　陽　三 西　野　紀　子 小　野　幸　一 5 1 6 30 30 60

37 岩手県アイスホッケ－連盟 谷　上　　　淳 吉　田　善　広 松　岡　寛　樹 吉　田　善　広 千　葉　生　太 藤　本　光　利 9 2 5 5 21 133 38 68 111 350
38 岩手県空手道連盟 後　藤　康　文 足澤國男・栃内秀彦・高橋吉見・川原憲正 菊　池　　　康 菊　池　　　康 松　本　昭　史 松　永　秀　樹 佐々木　浩　章 31 7 38 80 100 120 500 800
39 岩手県なぎなた連盟 春日川　寛　治 佐 藤 靜 子 佐　藤　靜　子 稲　村　明　子 西　村　美　香 細　川　都也子 稲　村　明　子 4 4 2 3 13 65 38 25 34 162

40 岩手県ボウリング連盟 https://jbc-iwate.com/ 富　谷　行　雄 上　野　吉　朗 上　野　吉　朗 根　田　光　朗 根　田　光　朗 木　村　　　聡 上　野　吉　朗 13 1 14 164 4 4 5 177

41 岩手県ゲ－トボ－ル協会 三　浦　　　宏 平野喜嗣・佐々木 昇・南野米蔵 谷　藤　正　志 小山内　秀　則 谷　藤　正　志 佐々木　　　浩 谷藤正志（普及） 1,518 8 17 20 1,563
42 岩手県バイアスロン連合 佐々木　孝弘 髙　橋　祥　光 工　藤　十　九 関　　　貴　之 工　藤　輝　樹 3 3
43 岩手県綱引連盟 作　山　秀　一 佐々木勝美 千　田　芳　紀 晴　山　淳　子 5 5 50 50
44 岩手県合気道連盟 日　高　　　浩 竹　鼻　義　徳 日　高　　　浩 菊　地　敏　昭 鋤　柄　　　貴 11 4 15 300 20 30 43 393
45 岩手県ゴルフ連盟 https://www.tga.gr.jp/iwate/ （理事長） 高橋真裕 （副理事長）高橋三男・波紫裕司・森澤倫典 高　橋　三　男 高　橋　真　裕 晴　山　　　登 雛　鶴　秋四郎 今　渕　美穂子 18 18
46 岩手県武術太極拳連盟 http://iwtf-j.sakura.ne.jp/ 立　身　政　信 小綿節子 ・田中吉兵衛 川　島　潔　子 高　橋　喜　子 村　井　裕里子 15 758
47 岩手県少林寺拳法連盟 龍　澤　正　美 五日市　周　三 中　川　景　季 佐　藤　和　一 佐　藤　和　一 17 1 3 21 193 20 63 276
48 岩手県トライアスロン協会 https://iwate-tr.jimdo.com/ 三　上　雅　弘 金田一 文 隆・岩 舘  仁 岩 舘  　 仁 古　桑　　　整 佐々木　正　人 大志田　誠・浅川　進 7 7 47 2 12 61
49 岩手県パワーリフティング協会 http://iwate.iinaa.net/ 伊　藤　英　伸 佐々木　敏　則 村　山　幸　則 寺　山　雄　大 佐々木　敏　則 千　葉　長一郎 4 4 83 83
50 岩手県カ－リング協会 https://www.iwate-curling.com/ 浪　岡　正　行 新 毛 國 信・岩 動  孝 浪　岡　正　行 中　田　勇　司 川　村　文　明 中　谷　寛　之 田　村　暁　智 137 4 14 24 179
51 岩手県ダンススポーツ連盟 http://iwate.jdsf.or.jp/ 中　道　俊　之 伊藤富男・高橋由美子・出羽睦子 中　道　俊　之 出　羽　睦　子 山下和男・佐藤誠 山下和男・及川隆久 27 27 217 2 219
52 岩手県バウンドテニス協会 伊　東　三四司 高橋正憲・阿部なみ子 髙　橋　正　憲 高　橋　　　悟 佐　藤　光　作 8 8 135 135

53 岩手県エアロビック連盟 臼　木　　　豊 塩　谷　彩　花 塩　谷　彩　花

54 岩手県スポーツウエルネス吹矢協会 青　木　　　拓 菊池久美男・佐藤義雄・村里洋子 村　里　洋　子 及　川　紀　夫 菊　池　久美男 村　里　洋　子 32 1 33 348 3 7 3 361
55 岩手県オリエンテーリング協会 三ケ田　礼　一 小野寺俊次・鈴木 宏 小野寺　俊　次 三　澤　儀　男 日　下　雅　広 3 3 44 44

56 (一社)岩手県障がい者スポーツ協会 https://www.iwate-adaptive.or.jp 藤　井　公　博   伊 藤　昇　・　下屋敷 正 樹 三　浦　拓　朗 (常務理事）三　浦　拓　朗 三　浦　拓　朗 小　坂　亜　純 107 1,550

57 岩手県高等学校体育連盟 https://www.iwate-koutairen.com/ 木　村　克　則
梅津久仁宏・佐々木光男・髙橋正浩・山形守平･藤原徳久･上野光久･小原
由紀･山田浩和･寒河江和広・里舘文彦・鈴木卓・千葉九

清　川　義　彦 中　村　和　平 塚　田　美和子 千　葉　勝　英 93 93 18,000 18,000

58 岩手県中学校体育連盟 www.iwate-chuutairen.net 橋　場　中　士 小林智・江六前仁史・佐々木律夫・菊地裕・八重樫千晶 橋　場　中　士 小　野　甚　市 村　松　 　昂 154 154 30,501 30,501
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https://iwate.japanbasketball.jp/
http://iwate-skate.sakura.ne.jp/
http://iwate-skate.net/
http://iwa2.web.fc2.com/
https://iwahpm.wixsite.com/mysite-weight1
http://homepage3.nifty.com/iwate-handball
http://iwate-handball.sports.coocan.jp/
http://geocities.yahoo.co.jp/gl/iwasya2005
http://iwate-cf.com/
http://www.soft-tennis.com/~iwate
http://www.soft-tennis.com/iwate/
http://itta.jf.land.to/modules/wordpress/
http://park3.wakwak.com/~itta.jimu/index.html
http://www.iwate-baseball.jp/
http://blogs.yahoo.co.jp/iba_ofblo
http://blog.livedoor.jp/iwate_baseball_ass/
http://www5a.biglobe.ne.jp/~i-judo/iwatejudo.htm
http://www5a.biglobe.ne.jp/~i-judo/iwatejudo.htm
http://www.iwate-softball.jp/
http://www.iwate-softball.jp/
https://badminton-iwate.net/
https://iwateclayshooting.web.fc2.com/
http://www11.plala.or.jp/IWATEKENKEN
http://iwatekendo.com/kenren/
http://www16.ocn.ne.jp/~irfu/
http://iwate-rugby.r-cms.jp/
http://long-distance.jp/sangaku/
https://iwatesankyo.or.jp/
http://www.jbc-iwate.com/
https://jbc-iwate.com/
http://www.tga.gr.jp/ken/iwate/index.html
https://www.tga.gr.jp/iwate/
http://www3.ocn.ne.jp/~iwtf-j
http://iwtf-j.sakura.ne.jp/
https://iwate-tr.jimdo.com/
http://iwate.iinaa.net/
http://iwate.iinaa.net/
http://www14.plala.or.jp/iwate-curling/
https://www.iwate-curling.com/
http://www.jdsf.or.jp/iwate/
http://iwate.jdsf.or.jp/
https://www.iwate-adaptive.or.jp/
http://www3.ocn.ne.jp/~iwa-ktr/
https://www.iwate-koutairen.com/
http://www.iwate-chuutairen.net/
http://www.iwate-chuutairen.net/


公益財団法人岩手県体育協会　加盟市町村体育・スポーツ協会一覧
2022/6/23現在事務局データ

NO 団体名 会長 副会長 評議員 理事長(専務) 事務局長 郵便番号 住所１ 住所２ 電話番号 ＦＡＸ番号

1 公益財団法人盛岡市スポーツ協会　 長　澤 茂 高　橋　克　宏 高　橋　克　宏
（専務理事）
鷹　觜　　徹

櫻　　正　伸 020-0866 盛岡市本宮五丁目4番1号 盛岡市総合アリーナ内 019-601-5700 019-658-1214

2 釜石市体育協会　 小　泉　嘉　明 菊地秀明･山本シン子･大森厚志 下　村　恵　壽 菊　池　信　男 下　村　恵　寿 026-0034 釜石市中妻町3－1 昭和園クラブハウス内 0193-23-1061 0193-23-1061

3 一般財団法人宮古市体育協会　 城　内　愛　彦 刈 屋  徹 ・ 澤 田 三 夫 中　村　融　平
（専務理事）

長　塚　奉　司
山　崎　高　広 027-0038 宮古市小山田二丁目１番１号 宮古市民総合体育館内 0193-64-2020 0193-64-6070

4 一般社団法人一関市体育協会　 佐　藤　修　蔵  岩 渕 一 司 ・ 児 玉　　進 佐　藤　修　蔵 熊　谷　雄　紀 029-0131 一関市狐禅寺字石ノ瀬25-3 一関市総合体育館内 0191-31-3111 0191-23-2108

5 一般財団法人大船渡市体育協会　 鈴　木　利　男
田 中 正 芳・佐 藤 寛 文・栗
村 安 弘 鈴　木　利　男

（専務理事）
佐々木　一　郎

白　﨑　陽　彦 022-0003 大船渡市盛町字中道下1-1 0192-27-1001 0192-27-1002

6 一般財団法人花巻市体育協会　 似　内　利　正 佐 藤 睦 朗・佐々木安廣 似　内　利　正
（専務理事）

久保田　廣　美
関　原　信　大 025-0066 花巻市松園町50番地 花巻市総合体育館内 0198-22-3444 0198-23-1775

7 公益財団法人北上市体育協会　 小田島　秀　一 小原隆蔵・佐々木茂雄・茂木隆 小田島　秀　一
(専務理事）

下瀬川　俊　一
和　田　　達 024-0051 北上市相去町高前檀27-36 北上総合体育館内 0197-67-6720 0197-67-6721

8 一般社団法人奥州市体育協会　 長　野　耕　定
柏山徹郎・及川俊和・安部次
幸・高橋浩・千田清 長　野　耕　定

(常務理事）
佐　藤　金　治

佐　藤　金　治 023-0041 奥州市水沢秋葉町24-3 水沢武道館内 0197-23-2517 0197-25-3974

9 一般社団法人久慈市体育協会　 大粒来　勝　男
竹 下 敏 光 ・ 南 野 米 蔵
・ 千 葉 和 博 大粒来　勝　男

（専務理事）

松　本　和　憲
米　澤　喜　三 028-0023 久慈市新中の橋4-13-3 久慈市民体育館内 0194-61-3353 0194-52-2232

10 遠野市体育協会　 熊　谷　義　弘
佐々木 達 郎 ・ 菊 池 　康
・佐々木 正 二 熊　谷　義　弘 菊　池　　康 028-0524 遠野市新町1-10 遠野市民センター内 0198-62-4413 0198-62-0210

11 特定非営利活動法人陸前高田市体育協会　 金　野　廣　悦
及川満伸 ・ 佐 藤 新三郎・佐
藤春樹 熊　谷　芳　正 菅　野　道　弘 029-2205 陸前高田市高田町字太田5 陸前高田市総合交流センター内 0192-47-3935

12 一般社団法人二戸市体育協会　 堀　口　貢　佑 坂 本 　勝　・　沢 藤 幸 雄 堀　口　貢　佑
(専務理事）

太　田　郁　夫
太　田　郁　夫 028-6103 二戸市石切所字荷渡22-20 二戸市総合スポーツセンター内 0195-23-7211 0195-23-5031

13 一般社団法人八幡平市体育協会　 小　船　清　悦 安　藤　　徹 ・ 遠　藤　　正 小　船　清　悦 樋　口　和　哉 工　藤　　健 028-7111 八幡平市大更37-105-2　 0195-70-1600 0195-70-1616

14 公益財団法人滝沢市体育協会　 吉　川　健　次 及　川 安 吉　川　健　次
（専務理事）

及　川 大
（兼常務理事）
大　宮　訓　召

020-0655 滝沢市鵜飼御庭田1番地1 滝沢総合公園体育館内 019-687-3637 019-687-3346

15 一般財団法人雫石町体育協会　 米　田　武　美
階 幸男・荒塚秀則・岩持正
美・高橋利一 舛　澤　誠　一 舛　澤　誠　一 階 均 020-0543 岩手郡雫石町高前田104番地 雫石町営体育館内 019-692-1644 019-692-1644

16 一般財団法人岩手町体育協会　 中　村 司 武田　昭蔵・葛城　直行 下　村 勝
（常務理事）

下　村 勝
下　村 勝 028-4304 岩手郡岩手町大字子抱5-142　 岩手町スポーツ文化センター内 0195-62-4835 0195-62-1006

17 特定非営利活動法人 葛巻町スポーツ協会 近　藤　豊美彦 城　内　誠　一・川　戸　清　美 近　藤　豊美彦 丹　内　久　男 028-5402 岩手郡葛巻町葛巻8-33-2 葛巻町社会体育館内 0195-66-3607 0195-68-7056

18 一般財団法人紫波町体育協会　 小　川　哲　男
青 山 潤 也 ・志 村  登・作
山　孝洋 小　川　哲　男 高　橋　吉　見 吉　田　聡　志 028-3307 紫波郡紫波町桜町字下川原100番地 紫波町総合体育館内 019-676-2650 019-676-2574

19 特定非営利活動法人矢巾町体育協会　 川　村　勝　弘
 佐藤　武・ 長谷川まゆみ・半
田隆之 川　村　勝　弘 山　本 平 028-3615 紫波郡矢巾町南矢幅13-118 矢巾町民総合体育館内 019-697-4646 019-697-4907

20 西和賀町体育協会　 髙　橋　哲　雄 佐々木浩輔・髙橋輝彦 髙　橋　哲　雄 柳　沢　里　美 029-5512 和賀郡西和賀町川尻40-40-71 西和賀町役場　湯田庁舎内 0197-82-3283 0197-82-3111(代表)

21 金ケ崎町体育協会　 黒　澤　一　男
伊 藤 和 男 ・佐藤　良二 ・
鈴木敏郎 佐　藤　良　二 半　谷　孝　子 029-4503 胆沢郡金ケ崎町西根南羽沢33 金ケ崎町文化体育館内 0197-44-3010 0197-44-5789

22 平泉町スポーツ協会　 千　葉 徹 千　葉 徹
（事務局）

佐　藤　康　子
029-4192 西磐井郡平泉町平泉字志羅山45-2 平泉町教育委員会内 0191-46-5576 0191-46-2015

23 住田町体育協会　 佐々木　豊　秋
阿部祐一・佐藤鉄男･佐々木春
一・佐々木郁男・紺野 博・
佐々木一文

佐々木　豊　秋 松　田　金　光 029-2311 気仙郡住田町世田米字川向69-1 住田町社会体育館内 0192-46-3104 無し

24 大槌町体育協会　 木　藤　養　顕 三 浦 文 雄 木　藤　養　顕 佐々木 亮 028-1192 上閉伊郡大槌上町１番3号 大槌町役場生涯学習課内 0193-42-2300 0193-42-2400

25 山田町体育協会　 湊 義　雄
佐々木 博 ・ 菊地光明 ・里館
敏彦 菊　地　光　明 加　藤　紀　彦 028-1392 下閉伊郡山田町八幡町3-20 山田町中央公民館内 0193-82-3111(内622） 0193-82-0030

26 岩泉町体育協会　 安　藤　勝　夫
八重樫 寛二・佐々木  誠・武
田 保男 安　藤　勝　夫 吉　井 剛 027-0501 下閉伊郡岩泉町岩泉字中家55番地1 岩泉町Ｂ＆Ｇ海洋センター内 0194-22-2585 0194-22-2585

27 洋野町体育協会　 吹　切　功　一
 佐々木  宏 ･ 太 田 武 邦 ・
舘　勝 男 吹　切　功　一 大　入　一　弘

（事務局）
竹　高　隆　一

028-7995 九戸郡洋野町種市23-27 洋野町教育委員会事務局内 0194-65-5920 0194-65-5926

28 軽米町体育協会　 中　村　正　志
菅原 敏夫・佐藤 元治・上山
誠・工藤 節子・工藤 祥子 中　村　正　志 工　藤　祥　子 028-6302 九戸郡軽米町大字軽米10-85 軽米町教育委員会事務局 生涯学習担当内 0195-46-4744 0195-46-3050

29 一戸町体育協会　 梅　垣　昭　三 春日川 寛 治 ・ 大 欠 清 身 梅　垣　昭　三 中　嶋 忍 大久保 仁 028-5301 二戸郡一戸町西法寺字大平８ 一戸町総合運動公園内 0195-33-4444 0195-33-4445

30 田野畑村体育協会　 佐　藤　精　吾 下机　勝則・工藤　輝 佐　藤　精　吾 平　坂　　聡 028-8407 下閉伊郡田野畑村和野278-1 0194-34-2226 0194-34-2155

31 普代村体育協会　 須　田　範　芳 松　葉　明　人 菅　野　伸　二 028-8392 下閉伊郡普代村9-13-2 普代村教育委員会事務局内 0194-35-2711 0194-35-2712

32 野田村体育協会　 関　本 満 南　川　好　明 関　本 満 中　村　一　浩 明　内　和　重 028-8201 九戸郡野田村大字野田20-14-2 0194-78-2936 0194-78-2158

33 九戸村体育協会　 坂　本　豊　彦 真下栄一・小松聡純・佐藤純子 坂野上　克　彦 028-6502 九戸郡九戸村大字伊保内25-94-1 九戸村体育センター内 0195-42-2177 0195-42-2963


