
地区役員 氏　　名 学校名 県役員

会　長 松村　秀寿 松　代 副 会 長

本多健一 須坂 評 議 員 宮尾　淳矢 長野工業 塚田　博文 長野工業 水野岳雄 長野工業 福島　伸一 長野吉田

三澤　秀樹 長野商業 評 議 員 小林　　至 　飯　山　 勝山　由一 飯山 山﨑　健悟 更級農業 酒井　知之 中野立志館

嘉部　義久 更級農業 評 議 員 下條　正紀 市立長野 小宮　大 長野商業 蟻川　竜也 長野日大 川崎　直茂 飯　山

宮原　弘匡 中野西 中津　敦喜 須坂創成 宮尾　勝典 須坂創成 久保田　博明 北　部 三石　達也 屋　代

上野　敏 長野工業 石川　和義 長野吉田 湯本　晃 長野俊英 五明　拓哉 須坂創成

山岸　薫 長野南 戸谷　直喜 文化学園長野 原　孝 長野吉田 竹内　琢美 長野俊英 白鳥　憲之 長野工業

理事長 久保田　武 松　代 副 理 事 長 大庭　達也 長野西 蜂谷　友寛 長野工業

事務局長 小林　伸広 松　代 幹 事 小林　伸広 松　代 岡本　雅仁 長野商業 肥留間　淳也 市立長野 奥脇　教 長　野

宮尾　淳矢 長野工業 鹿野　恵利子 須坂創成 清水　健二 長野工業 宮川　敏晃 長野商業 笠井　道也 長　野

佐治木　範行 長野東 理事（地区選出） 辻　隆秀 須坂創成 黒岩　卓 篠ノ井

上原　真奈 長野清泉 佐治木　範行 長野東 竹内　正志 長野東 原澤　徹 中野西 畠山　薫 市立長野

西澤　潤也 長野吉田 評議員(地区選出) 堤　美佐子 屋代南 湯本　彩 須坂東 山下　利幸 長野西

小山　智之 長野商業 関澤　健二 長野工業 村田　　淳 市立長野

塚田　博文 長野工業 理事（地区選出） 飯塚　邦洋 長野商業

岡本　雅仁 長野商業 細谷　聖一 長野吉田 今井　美咲 長野東 田中　直人 中野立志館

細谷　聖一 長野吉田 上原　真奈 長野清泉 堀口　勝三 長野高専 生田　憲克 長野工業 田中　加芳子 中野立志館

朝田　将幸 松　代 評議員(地区選出) 湯本　光彦 長野東 川住　賢太 長野吉田 松倉　志 中野西 矢﨑　悠喜 飯　山

立石　越史 屋　代 松橋　浩一 長野商業 蟻川　修史 屋　代 青木　純平 中野立志館

若林　久人 坂　城 石田　忠之 長野俊英 伊澤　貴幸 市立長野

水野　岳雄 長野工業 荻原　洋平 長野南 今井　和樹 篠ノ井

肥留間　淳也 市立長野 西澤　潤也 長野吉田 海野　裕紀 篠ノ井

飯塚　邦洋 長野商業 山寺　良昌 長　野 朝田　将幸 松　代 内山　博幸 須　坂

海野　裕紀 篠ノ井 立川　正 長野南 市村　渉 長野西 町田　愛衣 須坂創成 尾羽林　英樹 更級農業

青木　裕士 屋　代 奥野　哲哉 松代 有坂清明 須　坂 竹内　稔郎 長野日大

内山　和弘 長野工業 福澤　晃 長野西 竹内　泰久 長野清泉 市川　高士 長野東

福島　伸一 長野吉田 藤澤　純子 中野西 松嶌　晴康 長野商業 菅沼　達勇 下高井農林 塚原　和也 篠ノ井犀峡

白鳥　憲之 長野工業 山岸　禅 飯　山

畠山　薫 市立長野 小山　智之 長野商業 青木　裕士 屋　代

田中　直人 中野立志館 原田　裕太 市立長野 立石　越史 屋　代 赤塩　仁 長野吉田 丸山　淳一 長野吉田戸隠分校

今井　和樹 篠ノ井 荻野　佳宏 長野俊英 芦田　　徹 市立長野 倉田　幸洋 須　坂 奥脇　教 長　野

尾羽林　英樹 更級農業 中村　英 飯　山 坂巻　裕史 中野西 上野　修 中野立志舘 宮澤　誠 長野商業

塚原　和也 篠ノ井犀峡 柗村　将生 長野吉田 岡野　哲也 長野東 丸山　春樹 長野南 渡辺　武文 長野工業

丸山　淳一 戸隠分校 北澤　晃 篠ノ井犀峡 桑原　健吾 長野吉田 山口　武 長野東 荒木　博明 篠ノ井

赤塩　仁 長野吉田 理事（専門部） 岡沢　雅幸 中野立志館

伊藤　摩耶 長野商業 理事（専門部） 若林　久人 坂　城 内山　和弘 長野工業

尾羽林　英樹 更級農業 理事（専門部） 鳥谷越　洋 長野南 土屋　善裕 長野工業

内山　博幸 須　坂 理事（専門部） 山本　臣也 屋　代 長山　耕己 屋　代

笠井　道也 長　野 理事（専門部）

川上　良 須坂 理事（専門部）

今井　和樹 篠ノ井 理事（専門部） 久保田　武 (理事長） 小林　伸広 （事務局長） 坂巻　裕史 （中野西）

藤澤　直方 須坂創成 理事（専門部） 朝田　将幸 (幹事） 宮澤　幸大 (幹事） 若林　久人 （坂城） 峯村　幸太 （長野工業）

佐治木　範行 長野東 理事（専門部） 芦沼　拓哉 (幹事） 黒岩　紀貴 （庶務）

（特別傷害見舞審査委員会．表彰委員会を兼ねる）
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