
 

三重とこわか国体・三重とこわか大会実行委員会 名簿 

会長：１名、委員：228名、監事 ３名 

顧問：７名、参与： 80名           計 319名 

 

【会長：１名】 

選出区分 所属機関・団体・役職名 氏名 

県（行政）関係 三重県知事 鈴木 英敬 

 

【委員：228名】                      （敬称略、順不同） 

選出区分 所属機関・団体・役職名 氏名 

県議会関係 三重県議会議長 日沖 正信 

県議会関係 三重県議会総務地域連携常任委員会委員長 野村 保夫 

県議会関係 三重県議会スポーツ振興議員連盟会長 西場 信行 

市町関係 三重県市長会会長 竹上 真人 

市町関係 三重県町村会会長 西田 健 

市町関係 津市長 前葉 泰幸 

市町関係 四日市市長 森 智広 

市町関係 伊勢市長 鈴木 健一 

市町関係 松阪市長 竹上 真人 

市町関係 桑名市長 伊藤 徳宇 

市町関係 鈴鹿市長 末松 則子 

市町関係 名張市長 亀井 利克 

市町関係 尾鷲市長 加藤 千速 

市町関係 亀山市長 櫻井 義之 

市町関係 鳥羽市長 中村 欣一郎 

市町関係 熊野市長 河上 敢二 

市町関係 いなべ市長 日沖 靖 

市町関係 志摩市長 竹内 千尋 

市町関係 伊賀市長 岡本 栄 

市町関係 木曽岬町長 加藤 隆 

市町関係 東員町長 水谷 俊郎 

市町関係 菰野町長 柴田 孝之 

市町関係 朝日町長 矢野 純男 

市町関係 川越町長 城田 政幸 

市町関係 多気町長 久保 行央 

市町関係 明和町長 世古口 哲哉 

市町関係 大台町長 大森 正信 

市町関係 玉城町長 辻村 修一 

令和２年８月４日現在 



市町関係 度会町長 中村 忠彦 

市町関係 大紀町長 谷口 友見 

市町関係 南伊勢町長 小山 巧 

市町関係 紀北町長 尾上 壽一 

市町関係 御浜町長 大畑 覚 

市町関係 紀宝町長 西田 健 

市町関係 三重県市議会議長会会長 世古 明 

市町関係 三重県町村議会議長会会長 上村 久仁 

市町関係 三重県市町教育委員会連絡協議会会長 中田 雅喜 

市町関係 三重県市町教育長会会長 中田 雅喜 

スポーツ関係 公益財団法人 三重県スポーツ協会副会長 向井 弘光 

スポーツ関係 公益財団法人 三重県スポーツ協会副会長 濱田 典保 

スポーツ関係 公益財団法人 三重県スポーツ協会副会長 伊藤 歳恭 

スポーツ関係 公益財団法人 三重県スポーツ協会副会長 梅村 光久 

スポーツ関係 公益財団法人 三重県スポーツ協会副会長 石垣 英一 

スポーツ関係 公益財団法人 三重県スポーツ協会副会長 加藤 公 

スポーツ関係 公益財団法人 三重県スポーツ協会副会長 宮本 ともみ 

スポーツ関係 公益財団法人 三重県スポーツ協会理事長 村木 輝行 

スポーツ関係 一般財団法人 三重陸上競技協会会長 田村 憲久 

スポーツ関係 一般社団法人 三重県水泳連盟会長 島 正明 

スポーツ関係 一般社団法人 三重県サッカー協会会長 岩間 弘 

スポーツ関係 三重県テニス協会会長 川崎 二郎 

スポーツ関係 三重県ボート協会会長 西場 信行 

スポーツ関係 三重県ホッケー協会会長 芳野 正英 

スポーツ関係 三重県ボクシング連盟会長 中川 正美 

スポーツ関係 三重県バレーボール協会会長 中川 正春 

スポーツ関係 三重県体操協会会長 中西 長男 

スポーツ関係 一般社団法人 三重県バスケットボール協会会長 八木 秀行 

スポーツ関係 三重県レスリング協会会長 宇野 長好 

スポーツ関係 三重県ヨット連盟会長 原田 佳幸 

スポーツ関係 三重県ウエイトリフティング協会会長 柳瀬 仁 

スポーツ関係 三重県ハンドボール協会会長 向井 弘光 

スポーツ関係 三重県自転車競技連盟会長 西場 信行 

スポーツ関係 三重県ソフトテニス連盟会長 北村 和久 

スポーツ関係 三重県卓球協会会長 杉本 熊野 

スポーツ関係 三重県相撲連盟理事長 石川 元司 

スポーツ関係 三重県馬術連盟副会長 小河 渉 

スポーツ関係 三重県フェンシング協会会長 野村 保夫 

スポーツ関係 三重県柔道協会会長 平賀 秀忠 



スポーツ関係 三重県ソフトボール協会会長 太田 正隆 

スポーツ関係 三重県バドミントン協会会長 金森 正 

スポーツ関係 三重県弓道連盟会長 伊藤 徹 

スポーツ関係 三重県ライフル射撃協会会長 中村 孝夫 

スポーツ関係 三重県剣道連盟会長 岡田 一義 

スポーツ関係 三重県ラグビーフットボール協会会長 中岡 昭彦 

スポーツ関係 三重県山岳・スポーツクライミング連盟会長 根本 幹雄 

スポーツ関係 三重県カヌー協会会長 吉川 ゆうみ 

スポーツ関係 三重県アーチェリー協会会長 田中 祐治 

スポーツ関係 三重県空手道連盟会長 奈須 和夫 

スポーツ関係 三重県クレー射撃協会会長 橋本 修 

スポーツ関係 三重県ボウリング連盟会長 田口 隆夫 

スポーツ関係 三重県ゴルフ連盟会長 谷川 憲三 

スポーツ関係 三重県軟式野球連盟会長 千田 喜久治 

スポーツ関係 三重県銃剣道連盟会長 田村 憲久 

スポーツ関係 三重県なぎなた連盟会長 芝 博一 

スポーツ関係 三重県トライアスロン協会会長 山田 康晴 

スポーツ関係 一般財団法人 三重県高等学校野球連盟会長 岩出 卓 

スポーツ関係 三重県綱引連盟会長 濱田 典保 

スポーツ関係 三重県武術太極拳連盟会長 舟橋 裕幸 

スポーツ関係 三重県パワーリフティング協会理事長 三橋 信之 

スポーツ関係 三重県ゲートボール連合会会長 大井 常旦 

スポーツ関係 三重県グラウンド・ゴルフ協会会長 堀田 正義 

スポーツ関係 三重県スポーツ推進委員協議会会長 馬場 宏 

スポーツ関係 三重県スポーツ少年団本部長 宮﨑 誠 

スポーツ関係 SCみえネットワーク会長 田中 栄一 

スポーツ関係 一般社団法人 三重県レクリエーション協会会長 大川 吉崇 

スポーツ関係 一般社団法人 伊賀上野観光協会会長 廣澤 浩一 

スポーツ関係 三重県ウォーキング協会会長 川嶋 富門 

スポーツ関係 津市スポーツ・レクリエーション協会会長 青木 謙順 

スポーツ関係 御浜町体育協会会長 畑野 忠生 

スポーツ関係 三重県エアロビック連盟会長 末松 則子 

スポーツ関係 エンジョイＳＳピンポンクラブ会長 村井 正治 

スポーツ関係 四日市港まつり実行委員会委員長 小林 長久 

スポーツ関係 三重県かるた協会会長 太田 富夫 

スポーツ関係 三重県カローリング協会理事長 内田 政義 

スポーツ関係 大紀町スポーツ推進委員協議会会長 木田川 弘 

スポーツ関係 三重県キンボールスポーツ連盟理事長 梅元 渉 

スポーツ関係 三重県クッブ協会会長 吉田 正木 



スポーツ関係 三重県健康体操連絡協議会会長 後藤 洋子 

スポーツ関係 公益社団法人 日本３Ｂ体操協会三重県支部支部長 篠原 千恵子 

スポーツ関係 三重スポーツ鬼ごっこ愛好会代表 中畑 富行 

スポーツ関係 たまき文化スポーツクラブ会長 中野 典保 

スポーツ関係 三重県スポーツチャンバラ協会会長 柴田 智弘 

スポーツ関係 三重県スポーツウエルネス吹矢協会三重県協会長 西川 稔 

スポーツ関係 川越町体育協会会長 山下 二郎 

スポーツ関係 三重県ターゲット・バードゴルフ協会会長 川合 滋 

スポーツ関係 三重県タスポニー協会会長 馬場 宏 

スポーツ関係 三重県フライングディスク協会事務局長 市川 直樹 

スポーツ関係 三重県日本拳法連盟理事長 上村 公泰 

スポーツ関係 三重県パークゴルフ協会連合会会長 近藤 勝敏 

スポーツ関係 三重県パドルテニス協会会長 小林 剛 

スポーツ関係 南伊勢町スポーツ推進委員会委員長 小山 和彦 

スポーツ関係 三重県ビリヤード協会会長 田中 智也 

スポーツ関係 三重県ファミリーバドミントン協会会長 馬場 宏 

スポーツ関係 三重県ペタンク協会会長 青木 謙順 

スポーツ関係 三重県ユニカール協会会長 森岡 俊夫 

スポーツ関係 亀山市レクリエーション協会会長 櫻井 光乗 

スポーツ関係 紀宝町体育協会会長 西 一敏 

福祉・障がいｽﾎﾟｰﾂ関係 社会福祉法人 三重県社会福祉協議会会長 井村 正勝 

福祉・障がいｽﾎﾟｰﾂ関係 三重県障がい者スポーツ協会会長 前田 浩司 

福祉・障がいｽﾎﾟｰﾂ関係 社会福祉法人 三重県厚生事業団理事 信田 信行 

福祉・障がいｽﾎﾟｰﾂ関係 公益社団法人 三重県障害者団体連合会会長 世古 佳清 

福祉・障がいｽﾎﾟｰﾂ関係 一般財団法人 三重県知的障害者育成会理事長 高鶴 かほる 

福祉・障がいｽﾎﾟｰﾂ関係 特定非営利活動法人 三重県精神保健福祉会理事長 山本 武之 

福祉・障がいｽﾎﾟｰﾂ関係 社会福祉法人 三重県視覚障害者協会会長 児玉 千春 

福祉・障がいｽﾎﾟｰﾂ関係 一般社団法人 三重県聴覚障害者協会会長 深川 誠子 

福祉・障がいｽﾎﾟｰﾂ関係 三重県障害者フライングディスク協会会長 吉田 健一 

福祉・障がいｽﾎﾟｰﾂ関係 みえボッチャ協会事務局長 多田 智美 

福祉・障がいｽﾎﾟｰﾂ関係 三重県障がい者スポーツ指導者協議会会長 山本 章弘 

学校関係 三重県小中学校長会会長 中瀬 鉄夫 

学校関係 三重県立学校長会会長 加藤 幸弘 

学校関係 三重県中学校体育連盟会長 山口 勉 

学校関係 三重県高等学校体育連盟会長 野垣内 靖 

学校関係 国立大学法人 三重大学学長 駒田 美弘 

学校関係 公立大学法人 三重県立看護大学理事長・学長 菱沼 典子 

学校関係 学校法人暁学園 四日市大学学長 岩崎 恭典 

学校関係 学校法人皇學館 皇學館大学学長 河野 訓 



学校関係 学校法人享栄学園 鈴鹿大学学長 市野 聖治 

学校関係 鈴鹿医療科学大学学長 豊田 長康 

学校関係 四日市看護医療大学学長 丸山 康人 

学校関係 津市立三重短期大学学長 村井 美代子 

学校関係 学校法人高田学苑 高田短期大学学長 梅林 久高 

学校関係 学校法人享栄学園 鈴鹿大学短期大学部学長 市野 聖治 

学校関係 学校法人大橋学園 ユマニテク短期大学学長 鈴木 建生 

学校関係 
独立行政法人国立高等専門学校機構 

鈴鹿工業高等専門学校校長 
竹茂 求 

学校関係 
独立行政法人国立高等専門学校機構 

鳥羽商船高等専門学校校長 
林 祐司 

学校関係 学校法人近畿大学 近畿大学工業高等専門学校校長 村田 圭治 

学校関係 三重県私学総連合会会長 梅村 光久 

学校関係 三重県ＰＴＡ連合会会長 美濃 松謙 

学校関係 三重県高等学校ＰＴＡ連合会会長 藤原 佐知子 

産業・経済関係 三重県商工会議所連合会会長 種橋 潤治 

産業・経済関係 三重県商工会連合会会長 坂下 啓登 

産業・経済関係 三重県中小企業団体中央会会長 三林 憲忠 

産業・経済関係 三重県経営者協会会長 原 恭 

産業・経済関係 中部経済同友会三重地区地域懇談会副代表世話人 葉山 俊郎 

産業・経済関係 日本労働組合総連合会三重県連合会会長 𠮷川 秀治 

産業・経済関係 
公益社団法人 日本青年会議所東海地区 

三重ブロック協議会会長 
西川 晴義 

産業・経済関係 三重県農業協同組合中央会代表理事会長 谷口 俊二 

産業・経済関係 三重県漁業協同組合連合会代表理事会長 湯浅 雅人 

産業・経済関係 三重県木材協同組合連合会理事長 野地 洋正 

産業・経済関係 公益社団法人 三重県緑化推進協会会長 川喜田 久 

産業・経済関係 三重県森林組合連合会代表理事会長 上田 和久 

産業・経済関係 一般社団法人 三重県建設業協会会長 山野 稔 

産業・経済関係 中部電力パワーグリッド株式会社三重支社長 齊藤 肇 

医療関係 公益社団法人 三重県医師会会長 二井 栄 

医療関係 一般社団法人 三重県病院協会理事長 竹田 寛 

医療関係 公益社団法人 三重県看護協会会長 西宮 勝子 

医療関係 公益社団法人 三重県歯科医師会会長 大杉 和司 

医療関係 一般社団法人 三重県薬剤師会会長 西井 政彦 

医療関係 日本赤十字社三重県支部支部長 野呂 昭彦 

医療関係 公益社団法人 三重県獣医師会会長 西山 治生 

宿泊･観光･衛生関係 公益社団法人 三重県観光連盟会長 竹谷 賢一 

宿泊･観光･衛生関係 三重県旅館ホテル生活衛生同業組合理事長 木村 圭仁朗 

宿泊･観光･衛生関係 一般社団法人 全国旅行業協会三重県支部支部長 渡部 俊郎 



宿泊･観光･衛生関係 公益社団法人 三重県栄養士会会長 井後 福美 

宿泊･観光･衛生関係 一般社団法人 三重県食品衛生協会会長 中井 重利 

宿泊･観光･衛生関係 一般社団法人 三重県調理師連合会会長 山中 克二 

通信・運輸関係 公益社団法人 三重県バス協会会長 竹谷 賢一 

通信・運輸関係 東海旅客鉄道株式会社管理部企画課課長 小野原 大輔 

通信・運輸関係 
近畿日本鉄道株式会社名古屋統括部 

執行役員名古屋統括部長 
田野 雄紀夫 

通信・運輸関係 一般社団法人 三重県タクシー協会会長 末𠮷 利敎 

通信・運輸関係 西日本電信電話株式会社三重支店支店長 杉本 渉 

通信・運輸関係 株式会社 NTTドコモ東海支社三重支店支店長 杉山 直士 

通信・運輸関係 KDDI株式会社理事・中部総支社長 岡部 浩一 

通信・運輸関係 ソフトバンク株式会社地域ＣＳＲ部参与 伊藤 尚文 

交通・消防関係 中日本高速道路株式会社名古屋支社支社長 野口 英正 

交通・消防関係 一般財団法人 三重県交通安全協会会長 西野 衛 

交通・消防関係 三重県消防長会会長 坂倉 啓史 

文化・社会団体等関係 一般財団法人 三重県老人クラブ連合会会長 𠮷良 勇藏 

文化・社会団体等関係 日本ボーイスカウト三重連盟理事長 山本 幹 

文化・社会団体等関係 一般社団法人 ガールスカウト三重県連盟顧問 河口 和子 

文化・社会団体等関係 三重県子ども会連合会会長 小野 欽市 

文化・社会団体等関係 公益財団法人 三重こどもわかもの育成財団理事長 福田 圭司 

文化・社会団体等関係 三重県ボランティア連絡協議会会長 川瀬 みち代 

文化・社会団体等関係 国際ロータリー第 2630地区ガバナーエレクト 浦田 幸一 

文化・社会団体等関係 
ライオンズクラブ国際協会 334-B地区 

四日市みたきライオンズクラブ地区名誉顧問 
中村 光宏 

官・公署関係 国土交通省中部地方整備局三重河川国道事務所所長 秋葉 雅章 

官・公署関係 防衛省自衛隊三重地方協力本部本部長 濵岡 清隆 

県（行政）関係 三重県スポーツ推進審議会会長 鶴原 清志 

県（行政）関係 三重県副知事 廣田 恵子 

県（行政）関係 三重県副知事 稲垣 清文 

県（行政）関係 三重県危機管理統括監 服部 浩 

県（行政）関係 三重県防災対策部長 日沖 正人 

県（行政）関係 三重県戦略企画部長 福永 和伸 

県（行政）関係 三重県総務部長 紀平 勉 

県（行政）関係 三重県医療保健部長 加太 竜一 

県（行政）関係 三重県子ども・福祉部長 大橋 範秀 

県（行政）関係 三重県環境生活部長 岡村 順子 

県（行政）関係 三重県地域連携部長 大西 宏弥 

県（行政）関係 三重県地域連携部国体・全国障害者スポーツ大会局長 辻 日出夫 

県（行政）関係 三重県地域連携部南部地域活性化局長 横田 浩一 

県（行政）関係 三重県農林水産部長 前田 茂樹 



県（行政）関係 三重県雇用経済部長 島上 聖司 

県（行政）関係 三重県雇用経済部観光局長 河口 瑞子 

県（行政）関係 三重県県土整備部長 水野 宏治 

県（行政）関係 三重県県土整備部理事 真弓 明光 

県（行政）関係 三重県企業庁長 喜多 正幸 

県（行政）関係 三重県病院事業庁長 加藤 和浩 

県（行政）関係 三重県教育委員会教育長 木平 芳定 

県（行政）関係 三重県警察本部長 岡 素彦 

 

【監事：３名】                       （敬称略、順不同） 

所属機関・団体・役職名 氏名 

三重県会計管理者（出納局長） 森 靖洋 

市会計管理者（鳥羽市会計管理者） 世古 雅人 

町会計管理者（木曽岬町会計管理者） 山田 克己 

 

【顧問：７名】                       （敬称略、順不同） 

所属機関・団体・役職名 氏名 

衆議院議員 岡田 克也 

衆議院議員 川崎 二郎 

衆議院議員 田村 憲久 

衆議院議員 中川 正春 

衆議院議員 三ツ矢 憲生 

参議院議員 芝 博一 

参議院議員 吉川 ゆうみ 

 

【参与：80名】                           （敬称略、順不同） 

所属機関・団体・役職名 氏名 

三重県議会議員 青木 謙順 

三重県議会議員 今井 智広 

三重県議会議員 川口 円 

三重県議会議員 小林 貴虎 

三重県議会議員 杉本 熊野 

三重県議会議員 舟橋 裕幸 

三重県議会議員 前野 和美 

三重県議会議員 石田 成生 

三重県議会議員 稲垣 昭義 

三重県議会議員 田中 智也 

三重県議会議員 津田 健児 



三重県議会議員 山内 道明 

三重県議会議員 山崎 博 

三重県議会議員 山本 里香 

三重県議会議員 奥野 英介 

三重県議会議員 中川 正美 

三重県議会議員 中村 進一 

三重県議会議員 廣 耕太郎 

三重県議会議員 喜田 健児 

三重県議会議員 田中 祐治 

三重県議会議員 中瀬古 初美 

三重県議会議員 野口 正 

三重県議会議員 倉本 崇弘 

三重県議会議員 小島 智子 

三重県議会議員 三谷 哲央 

三重県議会議員 山本 佐知子 

三重県議会議員 小林 正人 

三重県議会議員 下野 幸助 

三重県議会議員 平畑 武 

三重県議会議員 藤田 宜三 

三重県議会議員 北川 裕之 

三重県議会議員 中森 博文 

三重県議会議員 津村 衛 

三重県議会議員 東 豊 

三重県議会議員 長田 隆尚 

三重県議会議員 野村 保夫 

三重県議会議員 谷川 孝栄 

三重県議会議員 藤根 正典 

三重県議会議員 石垣 智矢 

三重県議会議員 日沖 正信 

三重県議会議員 中嶋 年規 

三重県議会議員 山本 教和 

三重県議会議員 稲森 稔尚 

三重県議会議員 木津 直樹 

三重県議会議員 森野 真治 

三重県議会議員 舘 直人 

三重県議会議員 服部 富男 

三重県議会議員 西場 信行 

三重県議会議員 濱井 初男 

三重県議会議員 中瀬 信之 



三重県議会議員 村林 聡 

三重県教育委員会委員 森脇 健夫 

三重県教育委員会委員 大森 達也 

三重県教育委員会委員 黒田 美和 

三重県教育委員会委員 北野 誕水 

伊勢新聞社取締役編集局長 綿貫 美希 

朝日新聞社津総局総局長 志賀 英樹 

毎日新聞社津支局支局長 広瀬 隆史 

中日新聞社三重総局総局長 前田 智之 

読売新聞社津支局支局長 岡安 大地 

産経新聞社津支局支局長 絹田 信幸 

日本経済新聞社津支局支局長 山本 啓一 

中部経済新聞社三重支社三重支社長 片桐 芳樹 

一般社団法人 共同通信社津支局支局長 武田 智子 

時事通信社津支局支局長 都澤 貴征 

日刊工業新聞社三重支局支局長 堀 信一 

日本放送協会津放送局局長 舘 健造 

ＣＢＣテレビ三重支社支社長 花田 松彦 

東海ラジオ放送株式会社副理事三重県担当 澤田 啓 

東海テレビ放送三重支社支社長 小川 貴正 

三重テレビ放送代表取締役社長 長江 正 

名古屋テレビ放送三重支社支社長 佐藤 昌宏 

中京テレビ放送三重支局支局長 井上 勝也 

三重エフエム放送代表取締役社長 丹羽 勇 

株式会社夕刊三重新聞社代表取締役社長 山下 至 

三重新報社代表 岡原 一寿 

吉野熊野新聞社代表取締役 谷川 隆富 

特定非営利活動法人いなべエフエム理事長 弓矢 孝己 

株式会社シー・ティー・ワイ代表取締役社長 渡部 一貴 

三重県ケーブルテレビ協議会会長 田村 欣也 

 


