
役員 球責

1 会長 佐々木　康治 高洲コンドルス 常任理事 ○

2 副会長 兼　事務局長 﨑谷　誠 高洲コンドルス 常任理事 ○

3 副会長 兼　大会委員長 鈴木　起成 磯辺トータス ○

4 副会長 兼　低学年大会委員長 菅野　秀雄 磯辺シーグルス ○

5 副会長 管理担当 木村　義昭 磯辺シャークス ○

事務局長 兼 﨑谷　誠 高洲コンドルス ○

6 事務局次長 協会・大会担当 小島　博　　 美浜区連盟 理事 ○

7 事務局次長 大会担当 清水　哲也 打瀬ベイバスターズ 特命理事 ○

8 事務局次長 協会・大会担当 浅井　重雅 幸町リトルインディアンズ 理事 ○

9 事務局次長 協会・大会担当 上野　泰央 磯辺トータス 理事 ○

10 理事長 土許　紀雄 高洲ストロングス アドバイザー ○

11 副理事長 兼　大会副委員長 川島　慎一郎 幕西ファイヤーズ ○

12 副理事長 兼　大会副委員長 尾崎　光雄 高洲コンドルス 理事 ○

13 常任理事 会計部長 原田　昌祀 真砂シーホークス ○

14 常任理事 兼　審判部長 辻　紀文 磯辺トータス

15 常任理事 審判部普及部長 兼 審判部長代行 靍田　喜栄司 美浜区連盟

16 常任理事 大会担当 兼　低学年大会副委員長 柴草　忠　 幸町リトルインディアンズ ○

17 常任理事 大会担当 兼　低学年大会副委員長 田村　公平　 真砂シーホークス ○

18 常任理事 大会・防災担当 小岩井　明 美浜区連盟 ○

19 理事 大会担当 原　正典　 打瀬ベイバスターズ

20 理事 大会担当 兼　審判指導 佐藤　修一 幕西ファイヤーズ ○

21 特命担当理事 大川　義仁 磯辺シャークス 特命理事

22 特命担当理事 土許　町子 高洲ストロングス 特命理事

23 特命担当理事 下川　澄子 磯辺シャークス 特命理事

大会委員長 兼 鈴木　起成 磯辺トータス

大会副委員長 兼 川島　慎一郎 幕西ファイヤーズ

大会副委員長 兼 尾崎　光雄 高洲コンドルス

24 大会委員 小林　賢哉 磯辺シーグルス

25 大会委員 兼 武田　修一 高洲コンドルス ○

26 大会委員 兼　協会担当 古川　更三　 打瀬ベイバスターズ ○

27 大会委員 広報担当 鈴木　健一 磯辺シャークス

低学年大会委員長 兼 菅野　秀雄 磯辺シーグルス

低学年大会副委員長 兼 柴草　忠　 幸町リトルインディアンズ

低学年大会副委員長 兼 田村　公平　 真砂シーホークス

低学年大会委員 兼 原　正典　 打瀬ベイバスターズ

28 低学年大会委員 石代　哲久 幕西ファイヤーズ

29 低学年大会委員 高橋　詠慈 幸町リトルインディアンズ

監査役 兼 小岩井　明 美浜区連盟 ○

監査役 兼 鈴木　健一 磯辺シャークス
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1 審判部長 兼 辻　紀文 磯辺トータス 理事

2 審判部長代行 兼 靍田　喜栄司 美浜区連盟 協会派遣 ○

3 審判部長代行 平野　洋司 磯辺シーグルス 主任審判

4 副審判部長 松田　昭博 真砂シーホークス 協会派遣

5 副審判部長 千葉　佳則 真砂シーホークス 協会派遣

6 指導審判員 合阪　現 磯辺シャークス 協会派遣

7 指導審判員 兼 武田　修一 高洲コンドルス 協会派遣

8 指導審判員 兼 佐藤　修一 幕西ファイヤーズ

9 指導審判員 小杉　敏 真砂シーホークス

10 指導審判員 岩隈　俊裕　 美浜区連盟 協会派遣

11 指導審判員 中村　進一 美浜区連盟

12 指導審判員 兼 小島　博　　 美浜区連盟 理事

13 審判員 八木　健一 磯辺シーグルス

14 審判員 吉橋　正道 磯辺シャークス

15 審判員 韮沢　義将 磯辺トータス

16 審判員 石原　範行 打瀬ベイバスターズ 　

17 審判員 鈴木　利和 幸町リトルインディアンズ

18 審判員 田原　伸彦 幸町リトルインディアンズ

19 審判員 永井　哲也 幸町リトルインディアンズ

20 審判員 五島　正順 高洲コンドルス

21 審判員 池田　宏司 高洲ストロングス

22 審判員 小箕　学 高洲ストロングス

23 審判員 越川　茂 高洲ストロングス

24 審判員 伊東　良太　 幕西ファイヤーズ

25 審判員 スティーブン　カーク 幕西ファイヤーズ

26 審判員 紫藤 　茂 真砂シーホークス

27 審判員 伊藤　威信　 真砂シーホークス

28 審判員 渡邊　次郎　 真砂シーホークス

29 審判員 本間　美樹也 美浜区連盟

30 審判員 阿蘇　春夫 美浜区連盟

31 審判員 新 坪倉　嘉春 打瀬ベイバスターズ

32 審判員 新 本間　裕司 磯辺シャークス

33 審判員 新 平嶋　健太郎 高洲ストロングス

34 審判員 新 田中　昭彦 幕西ファイヤーズ

35 審判員 新 鈴木　正剛 幕西ファイヤーズ
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