
 

 

役員一覧 

令和 4年 4月 1日現在 

 

□ 会  長 温井  伸  北國新聞社代表取締役社長 

 

□ 副 会 長 稲村 建男  羽咋支部長 

        木田  學  金沢支部長 

        吉村 範明  小松支部長 

村戸  徹  石川県高等学校野球連盟会長 

小田與之彦  七尾支部長 

宮地  治  石川県学童野球連盟会長 

 

□ 顧  問 馳   浩  石川県知事 

        村山  卓  石川県市長会会長 

        矢田 富郎  石川県町長会会長 

 

 □ 相 談 役 谷村 昭雄  元副会長 

村中  晃  元副会長（元小松支部長） 

 

□ 常任参与 源本 博久  元副理事長 

砂塚 隆広  北國新聞社専務 

 

□ 理 事 長 宮川 豊彦  会長指名 

 

□ 副理事長 池田 光一  会長指名           （事務局長兼会計部長） 

 毛利浩太郎  会長指名           （審判部長） 

        谷口 栄一  会長指名           （全軟連技術委員） 

        中川 正好  七尾支部推薦        （競技運営部長） 

東山 勝美  加賀支部推薦        （加賀ブロック長） 

 

□ 常任理事 太田 信吾  会長指名          （金沢ブロック長） 

新田 辰巳  会長指名          （中能登ブロック長） 

前  順二  珠洲支部推薦        （能登ブロック長） 

上島 善郎  会長指名          （競技運営部事務局） 

武田 剛司  会長指名          （競技運営部事務局） 

直江 伸昭  会長指名          （競技運営部事務局） 

        一双 貞行  会長指名          （事務局次長） 

宮本 晃三  会長指名          （強化部長） 

滝町 利治  石川県学童野球連盟推薦   （学童部長） 

        中村  匠  石川県中体連軟式野球部推薦 （中学部長） 

        村上 啓一  石川県還暦野球連盟推薦   （還暦部長） 

 

 

 



 

 

□ 理  事 石動 正浩  会長指名         （競技運営担当） 

釜井 泰廣  会長指名         （競技運営担当） 

高柳  修  会長指名         （競技運営担当） 

西田 剛志  会長指名         （競技運営担当） 

        堀井  敬  会長指名         （競技運営担当） 

作本  彰  会長指名         （審判部副部長） 

久能 真人  会長指名         （審判部副部長） 

山崎  務  会長指名         （審判部副部長） 

国雲 正樹  会長指名         （審判部幹事） 

北川 貴博  会長指名         （審判部事務局） 

二又  一  鳳珠支部推薦       （競技運営担当） 

久木  晃  輪島支部推薦       （競技運営担当） 

坂本 義信  穴水支部推薦       （競技運営担当） 

平野 和成  鹿島支部推薦       （競技運営担当） 

荒川  仁  羽咋北支部推薦      （競技運営担当） 

浜下 忠久  羽咋支部推薦       （競技運営担当） 

中佐 光人  河北支部推薦       （競技運営担当） 

杉本 正博  金沢支部推薦       （競技運営担当） 

向田 誠市  野々市支部推薦      （競技運営担当） 

辻川 克己  白山支部推薦       （競技運営担当） 

入場 吉光  能美支部推薦       （競技運営担当） 

若田 俊也  小松支部推薦       （競技運営担当） 

佐々木 渉  石川県高野連推薦     （高校部長） 

江藤  望  北陸大学野球連盟推薦   （大学部長） 

       福與  優  石川県野球連盟推薦    （社会人部長） 

       佐々木武文  石川県生涯野球連盟推薦  （生涯部長） 

       吉田 典宏  石川県女子野球連盟推薦  （女子部長） 

早川外志雄  北信越地区大学準硬式野球連盟 （準硬式部長） 

 

□ 監  事 竹端  敏  七尾支部推薦 

        前川 知夫  金沢支部推薦 

        浜田 克己  小松支部推薦 

 

 □ 評 議 員 行田  哲（珠洲支部）    東  幸雄（鳳珠支部） 

河崎 国幸（輪島支部）    鵜野 雅人（穴水支部） 

初見 嘉房（七尾支部）    近江 勝之（鹿島支部） 

冨澤 軒康（羽咋北支部）   滝口 一彦（羽咋支部） 

松本 英二（河北支部）    鶴見  正（金沢支部） 

北本  正（野々市支部）   中西 賢二（白山支部） 

宮野 幹也（能美支部）    谷本  登（小松支部） 

山本 一穂（加賀支部）    渡辺 富男（学童連盟） 

高田 大輔（中体連）     中出  元（高野連） 

山花  剛（大学連盟）    能崎 晋一（社会人連盟） 

高  修二（還暦連盟）    三浦 清宏（生涯連盟） 

萩沢 雅子（女子連盟）    清水 健吾（北信越準硬式連盟） 


