
都道府県連盟及び事務所から選出された正会員名簿　(任期　2019年6月1日以降)

都道府県連盟定数 候補者 住所 連盟役職等
北海道 2 吉崎　巖 旭川市 道連副会長

高橋　毅 札幌市南区 道連会長
青森県 1 片桐　圭司 弘前市 県連会長
岩手県 2 川原　睦子 大船渡市 県連副会長

伊藤　富男 盛岡市 県連副会長
宮城県 3 佐々木　啓 仙台市泉区 県連会長

村上　喜一郎 仙台市青葉区 県連副会長
千葉　則男 仙台市青葉区 県連事務局長

秋田県 1 今　芳昭 秋田市 県連副会長
山形県 2 平井　夏 酒田市 県連会長

平井　剛秋 酒田市 県連副会長兼事務局長
福島県 2 長谷川　守夫 会津若松市 県連会長

野地　康雄 福島市 県連副会長
茨城県 3 橋本　正彦 ひたちなか市 県中央地区副会長

野口　芳男 常総市 県連副会長
鴻巣　正巳 龍ヶ崎市 県南地区副会長

栃木県 2 小野　武伸 宇都宮市 県連会長
稲葉　優予 小山市 県連副会長

群馬県 2 堀口　三夫 桐生市 県連会長
松村　晃市 佐波郡玉村町 県連副会長

山梨県 2 武江　公治 甲府市 県連副会長
石原　英一 中央市 県連副会長

埼玉県 2 蒲生　志津雄 狭山市 県連理事長
髙橋　久雄 さいたま市緑区 県連会長

千葉県 3 小田　利登志 八千代市 県連常務理事
三根　豊治 千葉市若葉区 県連常任理事
古川　靖人 佐倉市 県連専務理事

東京都 7 日吉　俊彦 渋谷区 都連理事長
杉村　喜富 東村山市 都連理事
竹本　勇 国分寺市 都連指導部長
此村　義明 稲城市 都連事業部長
岡里　美恵子 板橋区 都連事務局長
蔵方　政治 北区 都連競技部長
清水　良二 目黒区 都連理事(法制部長)

神奈川県 5 竹島　弘幸 横浜市保土ヶ谷区 県連会長
小野　智史 横浜市南区 横浜市ダンススポーツ連盟会長
須田　幸彦 茅ヶ崎市 県連副会長
堀越　保 川崎市幸区 県連理事
岡本　寿一 相模原市南区 県連副会長

新潟県 2 石川　誠一 新潟市中央区 県連会長
遠藤　敦士 新潟市中央区 県連副会長

長野県 2 髙橋　淳 須坂市 県連相談役理事
百瀬　芳正 塩尻市 県連会長

富山県 2 笹山　治一 富山市 県連理事長
荒井　市郎 氷見市 県連副理事長

石川県 1 高橋　幹男 七尾市 県連事務局長
福井県 1 小形　完治 福井市 県連会長
静岡県 3 鈴木　俊明 沼津市 県連常任理事

大河原　敏朗 島田市 県連常任理事
鈴木　康介 浜松市南区 県連西部支部長

愛知県 2 佐合　孝史 名古屋市中川区 県連会長
毎原　保信 名古屋市昭和区 県連事務局長

三重県 2 滝澤　秀行 津市 県連会長
森　晃士 名張市 県連競技指導部長

岐阜県 1 林　伸男 関市 県連会長



滋賀県 2 山下　英利 大津市 県連会長
伊藤　康雅 近江八幡市 県連理事長

京都府 2 植村　和正 木津川市 府連副会長
谷口　主嘉 京都市南区 府連会長

大阪府 2 天道　貞一 東大阪市 府連会長
平川　順一 三島郡島本町 府連副会長

兵庫県 2 藤本　悟 姫路市 県連会長
池内　猛 茨木市 県連副会長

奈良県 2 大江　偉夫 天理市 県連会長
西村　増雄 宇陀市 県連副会長

和歌山県 2 中尾　茂樹 和歌山市 県連副会長
野田　尚児 和歌山市 県連会長

鳥取県 1 前田　博 米子市 県連会長
島根県 1 野島　辰彦 松江市 県連会長
岡山県 2 秋政　邦江 岡山市北区 県連会長

守谷　和正 岡山市東区 県連副会長
広島県 2 清本　富雄 広島市安佐南区 県連副理事長

河野　勇治 広島市中区 県連会長
香川県 1 戸高　謙治 高松市 県連会長
徳島県 2 鈴江　潔 徳島市 県連会長

濱　清枝 板野郡上板町 県連事務局長
愛媛県 2 越智　米明 今治市 県連会長

中川　孝男 松山市 事務局
高知県 1 佐々木　浩一 南国市 県連会長
山口県 2 永田　一雄 山陽小野田市 県連副会長

水田　隆三 周南市 県連会長
福岡県 2 田中　羊一 北九州市門司区 県連副会長

塚本　徹 福岡市南区 県連会長
佐賀県 1 松隈　裕文 鳥栖市 県連会長
長崎県 1 松本　岩男 長崎市
熊本県 2 坂本省一 熊本市南区 県連会長

徳永　一美 熊本市西区 県連常務理事
大分県 2 藍澤　寛一 大分市 県連会長

車田　源一 大分市 県連副会長
宮崎県 1 日高　正憲 宮崎市 県連会長
鹿児島県 2 吉原　睦己 鹿児島市 県連会長

中野　久美子 鹿児島市 県連副会長
沖縄県 2 仲嶺　英世 沖縄市 県連副会長

玉城　嶺子 浦添市 県連顧問
事務所 2 岡田　大輔 豊中市 PD西部

髙橋　一昌 幸手市 PD関東甲信越
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