
【常任幹事】 2016年5月11日　現在

名称 クラブ名等 役職
1 幹事長 北海道 北海道 伊端　隆康 総合型地域スポーツクラブ北海道ネット 会長 るもいスポーツクラブ「このゆびとまれ」 クラブマネジャー
2 副幹事長 中国 広島県 関口　昌和 総合型地域スポーツクラブ広島県連絡協議会 幹事長 よろずや広島北 ゼネラルマネジャー
3 常任幹事 東北 岩手県 高橋　三郎 岩手県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 会長 公益財団法人滝沢市体育協会チャグチャグスポーツクラブ 副会長
4 常任幹事 関東 東京都 髙田　忠則 ＳＣ東京ネットワーク 世話役 南千住スポーツクラブ 会長
5 常任幹事 北信越 新潟県 高木　貞介 新潟県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 副会長 NPO法人エンジョイスポーツクラブ魚沼 アドバイザー
6 常任幹事 東海 愛知県 簗瀬　　歩 SCネットワークあいち 会長 しもやまスポーツクラブ 事務局長
7 常任幹事 近畿 滋賀県 大原　克彦 滋賀県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 会長 NPO法人こうかサスケくらぶ 副理事長
8 常任幹事 四国 徳島県 鍋島　龍夫 徳島県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 会長 NPO法人あいずみスポーツクラブ 会長

9 常任幹事 九州 佐賀県 山口　　正 佐賀県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 理事 さわやかクラブ武雄 会長

10 常任幹事 学識経験 --- 相澤　和江 --- --- NPO法人スポーツ・サンクチュアリ・川口 クラブマネジャー
11 常任幹事 学識経験 --- 安藤　佳代子 --- --- 立教大学　コミュニティ福祉学部 助教
12 常任幹事 学識経験 --- 松田　雅彦 --- --- 大阪教育大学附属高等学校平野校舎 教諭

【代表委員】

名称 役職 クラブ名 役職

1 代表委員 北海道 北海道 小田　新紀 総合型地域スポーツクラブ北海道ネット 幹事 NPO法人幕別札内スポーツクラブ クラブマネジャー

2 代表委員 東北 青森県 工藤　倫生 青森県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会（SC青い森ネット） 委員長 NPO法人くろいしアスリートアンドエンジョイクラブ クラブマネジャー

3 代表委員 東北 岩手県 高橋　一二三 岩手県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 副会長 金ヶ崎スポーツクラブ 理事

4 代表委員 東北 宮城県 菅原　信行 宮城県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会（みやぎクラブリンク） 会長 しわひめスポーツクラブ 会長

5 代表委員 東北 秋田県 佐藤　眞喜雄 秋田県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 会長 尾崎スポーツクラブ 会長

6 代表委員 東北 山形県 鎌田　博子 山形県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 会長 鶴岡市民健康スポーツクラブ 事務局長兼クラブマネジャー

7 代表委員 東北 福島県 佐藤　靖弘 一般社団法人福島県総合型スポーツクラブ連絡協議会 理事長 ＮＰＯ法人　かがみいしスポーツクラブ 理事長

8 代表委員 関東 茨城県 大和　道男 茨城県総合型地域スポーツクラブ協議会（いばらきSCネットワーク） 会長 KSCなかよしスポーツクラブ クラブマネジャー

9 代表委員 関東 栃木県 本間　秀雄 栃木県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 会長 友遊いずみクラブ ゼネラルマネジャー

10 代表委員 関東 群馬県 小出　利一 群馬県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 会長 NPO法人新町スポーツクラブ チーフクラブマネジャー

11 代表委員 関東 埼玉県 相澤　和江 一般社団法人彩の国SCネットワーク 副代表理事 NPO法人スポーツ・サンクチュアリ・川口 クラブマネジャー

12 代表委員 関東 千葉県 小野　和夫 千葉県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 副会長 中富ふれすぽクラブ 会長

13 代表委員 関東 東京都 選出中

14 代表委員 関東 神奈川県 菊地　正 一般社団法人神奈川県総合型スポーツクラブネットワーク 理事/事務局長 NPO法人高津総合型スポーツクラブSELF 副理事長、クラブマネジャー

15 代表委員 関東 山梨県 畑　警吾 山梨県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 会長 玉穂総合スポーツクラブ クラブマネジャー

16 代表委員 北信越 長野県 辺見　元孝 長野県総合型クラブ連絡協議会 会長 一般社団法人木曽ひのきっ子ゆうゆうクラブ 専務理事・事務局長

17 代表委員 北信越 新潟県 松縄　武彦 新潟県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 会長 NPO法人ユートピアくびきスポーツクラブ 理事長

18 代表委員 北信越 富山県 藤村　道博 富山県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会（とやまＳＣネット） 会長 NPO法人おやべスポーツクラブ 理事長

19 代表委員 北信越 石川県 赤井　孝 石川県クラブ連絡協議会（いしかわクラブゾーン） 理事長 NPO法人クラブパレット 顧問

20 代表委員 北信越 福井県 片山　伸一 総合型地域スポーツクラブ福井県連絡協議会（SC福井県ネットワーク） 会長 吉野総合型地域スポーツクラブ（吉楽） 副会長

21 代表委員 東海 静岡県 杉山　克秀 静岡県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会（SC静岡） 会長 総合型地域スポーツクラブ「TAC（タック）」 理事・マネジャー・代表指導者

22 代表委員 東海 愛知県 二宮　立美 SCネットワークあいち 副会長 NPO法人森と川スポーツクラブ 理事長

23 代表委員 東海 三重県 伊藤　弘美 SCみえネットワーク 会長 特定非営利活動法人元気アップこものスポーツクラブ クラブマネジャー

24 代表委員 東海 岐阜県 細江　隆司 ぎふ清流の国ＳＣネットワーク 会長 ＮＰＯ法人萩原スポーツクラブ クラブマネジャー

25 代表委員 近畿 滋賀県 外田　順一 滋賀県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 副会長 NPO法人YASUほほえみクラブ クラブマネジャー

26 代表委員 近畿 京都府 森口　茂 京都府総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 会長 南つつじヶ丘スポーツクラブ 会長

27 代表委員 近畿 大阪府 谷口　正 NPO法人大阪府総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 理事長 たつみスポーツクラブ 理事長

28 代表委員 近畿 兵庫県 中田　進 「スポーツクラブ２１ひょうご」全県連絡協議会 会長 成徳スポーツクラブ２１ 会長

29 代表委員 近畿 奈良県 松原　政則 奈良県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 会長 NPO法人吉野スポーツクラブ 理事長

30 代表委員 近畿 和歌山県 岸田　昌章 総合型地域スポーツクラブ和歌山県協議会(SC和歌山ネットワーク) 会長 NPO法人げんき倶楽部はしもと クラブマネジャー

31 代表委員 中国 鳥取県 長谷川　和郎 鳥取県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 会長 青谷スポーツクラブ クラブマネジャー

32 代表委員 中国 島根県 金山　恵美子 島根県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 幹事長 NPO法人SPORIVOひがしいずも クラブマネジャー

33 代表委員 中国 岡山県 松本　武彦 総合型地域スポーツクラブ岡山協議会（ＳＣ岡山ネットワーク） 会長 びぜん優くらぶ 理事長

34 代表委員 中国 広島県 中川　和幸 総合型地域スポーツクラブ広島県連絡協議会 副幹事長 KoiKoiスポーツクラブ 事務局長

35 代表委員 中国 山口県 境　憲一 総合型地域スポーツクラブ山口県連絡協議会 副会長 NPO法人コミュニティスポーツくすのき 会長

36 代表委員 四国 香川県 上原　勝己 香川県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 運営委員 さぬき三木スポーツクラブ 副会長

37 代表委員 四国 徳島県 井澤　秀輝 徳島県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 副会長 Rexなかがわ 代表

38 代表委員 四国 愛媛県 森　達正 愛媛県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 会長 西条中央スポーツクラブ クラブマネジャー

39 代表委員 四国 高知県 田井　直子 高知県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 理事長 NPO法人総合クラブとさ クラブマネジャー

40 代表委員 九州 福岡県 中村　忠紀 福岡県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 会長 陸上クラブ筑豊TOKI 会長

41 代表委員 九州 佐賀県 矢ヶ部　守 佐賀県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 副会長 NPO法人かわそえスポーツクラブ 専務理事

42 代表委員 九州 長崎県 本多　守 長崎県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 会長 長崎ラグビースポーツクラブ 代表

43 代表委員 九州 熊本県 長田　政敏 熊本県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会（SCS火の国クラブネット） 会長 公益財団法人熊本県体育協会 常務理事

44 代表委員 九州 大分県 丸山　順道 総合型クラブおおいたネットワーク（SCおおいたネット） 会長 NPO法人MAKK笑人クラブ 理事長

45 代表委員 九州 宮崎県 尾﨑　太朗 宮崎県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 会長 住吉スポーツクラブ 会長

46 代表委員 九州 鹿児島県 太田　敬介 鹿児島県コミュニティスポーツクラブ連絡協議会 会長 NPO法人SCC 理事長

47 代表委員 九州 沖縄県 宮城　亮 総合型クラブおきなわネットの会 代表世話人 総合型スポーツクラブサンビスカス沖縄 代表

平成27・28年度SC全国ネットワーク　役員名簿
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