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氏名 その他役職名等 氏名 その他役職名等

評議員長 日吉　敬三 学識経験者

渡辺　一民 学識経験者

二階　俊博 衆議院議員 嶋田　茂 学識経験者

中川　秀直 (一財)日本中学生野球連盟 「応援団の会」 会長 山本　征 学識経験者

落合　正和 学識経験者

北海道 小野　元基 日本中学生野球連盟北海道支部 事務局長

山中　正竹 (一財)全日本野球協会 会長 青森県 平山　貴丸 青森県中学生野球連盟 理事長

後　勝 (公財)日本野球連盟 参与 岩手県 鎌田　崇 岩手県中学生野球連盟 副理事長

野端　啓夫 (公財)日本野球連盟 副会長 秋田県 (未定)

土屋　俊博 元・三島市議会 議長 山形県 小松　泰弘 山形県少年野球協議会 副会長

宮城県 種井　喜和 宮城県中体連軟式野球競技部 専門委員長

会長 志太　勤 シダックス株式会社 取締役最高顧問 福島県 高橋　祐一 会津坂下町立坂下中学校　教頭

副会長 志太　勤一 シダックス株式会社 代表取締役会長兼社長 茨城県 西川　真登 茨城県中体連軟式野球競技部　専門委員長

栃木県 (未定)

群馬県 森戸　賢多 群馬県中体連軟式野球競技部 強化委員長

事務局長 梅沢　直充 シダックス株式会社 最高顧問室 埼玉県 新井　孝育 さいたま市中学校体育連盟 野球専門部参与

河野　眞人 元・伊豆の国市教育委員会 教育長 千葉県 林　啓太 千葉県小中体連軟式野球競技部 専門委員長

谷田部　和彦 (公財)日本野球連盟 専務理事 東京都 田村　登志親 東京都東東京中学生野球連盟 理事長

若松　正雄 学識経験者 神奈川県 坂脇　寛人 神奈川県中体連軟式野球競技部 専門委員長

保永　茂樹 シダックス株式会社　執行役員　人事部長 山梨県 平井　成二 山梨県小中体連軟式野球競技部 専門委員長

新潟県 久保出　慧 新潟県選抜チーム 事務局

富山県 亀田　大和 富山県中体連軟式野球競技部 専門副委員長

石川県 山崎　多加佳 石川県中体連軟式野球競技部 専門委員長

福井県 奥田　静巨 福井県中体連軟式野球競技部 専門委員長

長野県 宮﨑　達也 長野県中体連軟式野球競技部 専門委員

岐阜県 佐野　竜 岐阜市立岐北中学校

静岡県 山田　寛之 静岡県中体連軟式野球競技部 専門委員長

静岡県 山田　求一郎 静岡県ＫＷＢ野球連盟 会長

愛知県 杉浦　幸夫 愛知県中学生野球連盟　評議員

三重県 村田　文昭 日本中学生野球連盟三重県支部　支部長

滋賀県 山本　祐司 彦根クラブ 事務局

京都府 梅田　恭子 京都府KWB野球連盟 事務局長

大阪府 金島　秀史 大阪中体連軟式野球競技部 専門委員長

兵庫県 橋本　直樹 兵庫県中体連軟式野球競技部 専門委員長

奈良県 井上　博教 橿原市立橿原中学校

和歌山県 田渕　義康 和歌山県中体連軟式野球競技部 専門委員長

鳥取県 (未定)

島根県 若狭　春美 NPO法人島根ベースボールイノベーション 事務局長

土屋　好史 日本中体連軟式野球競技部 専門委員長 岡山県 (未定)

安野　重幸 山形県少年野球協議会 事務局長 広島県 峯田　貴史 広島県選抜野球クラブ 事務局

井上　俊夫 女子野球担当 山口県 杉山　喬洋 山口県中体連軟式野球競技部 専門委員長

鈴木　康子 船橋市立若松中学校 校長 徳島県 角　義和 前・徳島県中体連軟式野球競技部 専門委員長

香川県 志村　幸紀 藤井中学校　経営戦略室　室長　野球部監督

本間　徹 シダックス株式会社最高顧問室 室長 愛媛県 山中　誠弘 愛媛県中体連軟式野球競技部 専門委員長

甲石　忠弘 学識経験者 高知県 田所　和仁 高知県中学校体育連盟 副会長

福岡県 古立　淳 福岡市立東光中学校

北川　俊明 元・山梨県小中体連軟式野球専門部長 佐賀県 益田　政季 佐賀県中体連軟式野球競技部 専門委員長

高山　龍男 元・愛知県ＫＷＢ野球連盟 会長 長崎県 近藤　省二 長崎県中体連軟式野球競技部 専門委員長

吉田　昌弘 千葉県ＫＷＢ野球連盟 事務局長 熊本県 髙橋　博之 宇城市立小野部田小学校 校長

大分県 藤野　和也 大分県中体連軟式野球競技部 専門委員長

宮崎県 松下　幸政 三股町立三股中学校

鹿児島県 森永　顕悟 鹿児島育英館中学校

沖縄県 島　健太 沖縄県中体連軟式野球競技部 専門委員長

伊豆市 長倉　春生 伊豆少年野球団　監督
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平田　竹男 早稲田大学スポーツ科学学術院 教授
内閣官房　東京オリンピック・パラリンピック推進本部 事務局長

宮内　義彦
オリックス株式会社　シニア・チェアマン
(一財)日本中学生野球連盟 後援会 会長
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ブロック
理事

小杉　功吉

佐藤　勉

北海道ブロック長
北海道中体連軟式野球競技部 専門委員長

東北ブロック長
岩手県中学生野球連盟 理事長

関東ブロック長
埼玉県中学生野球連盟 会長

九州・沖縄ブロック長
福岡市教育委員会

専務理事 近藤　義男
元・千葉市立大宮台小学校 校長
元・日本中体連軟式野球競技部専門委員長

下川　恵司

久保田　真

元主　浩一

浦井　一樹

北信越ブロック長
新潟県中体連軟式野球競技部 専門委員長

四国ブロック長
愛媛県中学生野球連盟 理事長

東海ブロック長
愛知県中学生軟式野球連盟 理事長

近畿ブロック長
奈良県中体連軟式野球競技部 専門委員長

中国ブロック長
山口市立平川中学校 校長
山口県中体連山口支部軟式野球競技部 専門委員長

森山　正実

河内　剛

原田　孝浩


