
NO 会長名 事務局担当者 〒 住　　所 電話番号

0 大橋 誠五 小野 理恵子 950-0933
新潟市中央区清五郎67-12
デンカビッグスワンスタジアム内

025-257-7636

1 長柄 栄 佐野 正俊 958-0853 村上市山居町1-1-25　佐野 正俊 気付 0254-52-4045

2 松村 智 阿部 文明 959-2637 胎内市長橋下351-1 つつじケ丘住宅23 阿部 文明 気付 0254-43-6966

3 小柳 了 浮島 一隆 957-0055 新発田市諏訪町2-4-27 浮島 一隆 気付 090-9630-9716

4 宮川 忠昭 青木 祐一 951-8132 新潟市中央区一番堀通3-1  新潟市陸上競技場内 025-230-6269

5 皆川 弘保 高橋 弥一 959-1262 燕市水道町1-2-40　高橋 弥一 気付 0256-62-3756

6 小島 伸治 椿 正幸 959-1852 五泉市荻曽根62　椿 正幸 気付 090-4019-9045

7 酒井 準一郎 小川　稔 959-2021 阿賀野市中央町1-9-1　小川　稔 気付 0250-62-2624

8 松井 重徳 川上 美彦 940-1131 長岡市十日町980　川上 美彦 気付 090-8728-0247

9 藤田 五郎 小柳 敏夫 959-1104 三条市東光寺2675-3　小柳 敏夫 気付 090-1407-2121

10 藤田 淳市 五十嵐 卓 959-1324 加茂市赤谷13-5　五十嵐 卓 気付 0256-52-3585

11 牛腸 正 田中 満 954-0007 見附市下鳥町86　田中 満 気付 0258-66-4940

12 南雲 政治 近藤 俊介 949-8603 十日町市下条1-716　近藤 俊介 気付 025-756-2866

13 内山 博之 勝野 和晃 947-0102 小千谷市高梨町2915　勝野 和晃 気付 0258-84-3078

14 横山 高司 横山 高司 946-0007 魚沼市羽根川二　横山 高司 気付 090-2151-8410

15 本田 俊夫 勝又 裕之 949-6615 南魚沼市西泉田680-1　勝又 裕之 気付 090-7703-4430

16 梨本 渉 髙橋 敬二 943-0803 上越市春日野2-2-37　髙橋 敬二 気付 025-523-8395

17 高野 彰 藤巻 久之 945-1341 柏崎市茨目2-18-45　藤巻 久之 気付 0257-32-5018

18 馬場 俊司 池田 潤 944-8686 妙高市栄町5-1 妙高市役所　池田 潤 気付 0255-72-5111

19 船田 幸夫 横土 純 949-0305 糸魚川市青海4584　横土 純 気付 025-562-2859

20 河原 幹雄 飯島 昇一 952-0028 佐渡市加茂歌代281-77　 飯島 昇一 気付 0259-23-3358

21 井上 洋孝 渡部 一知 959-4302 東蒲原郡阿賀町鹿瀬7811-1　渡部 一知 気付 0254-92-4856

22 鈴木 伸司 鈴木 伸司 959-1502 南蒲原郡田上町田上丙1221-5　鈴木 伸司 気付 090-1053-8504

23 高山 昇 高山 昇 949-6102 南魚沼郡湯沢町神立1258-10　高山 昇 気付 025-775-7527

24 小川 武雄 永井 富寛 959-0309 西蒲原郡弥彦村峰見324-6　永井 富寛 気付 0256-94-4576

25 佐藤 幹夫 小黒 成一 950-0922
新潟市中央区山二ツ1-1
新潟市立山潟中学校内 小黒 成一 気付

090-1933-1901

26 今西 博一 和田 紀明 959-1384 加茂市寿町16-33  和田 紀明 気付 0256-47-7873

27 小林 志郎 小林 志郎 950-3102
新潟市北区島見町1398
新潟医療福祉大学 健康スポーツ学科 小林志郎研究室内

090-9639-6018

28 青海 道寛 田中 義雄 951-8131
新潟市中央区白山浦1-614-5　白山ビル７Ｆ
株式会社新潟アルビレックスランニングクラブ内

025-201-7666

29 山崎 健 小柳 厚司 950-0111 新潟市江南区直り山247-16　小柳 厚司 気付 025-277-3996

30 浮島 一隆 高橋 弥一 959-1262 燕市水道町1-2-40  高橋 弥一 気付 0256-62-3756

31 小池 達也 950-3326 新潟市北区柳原5-2-24　小池 達也 気付 025-388-2013

32 小杉 仁 956-0024 新潟市秋葉区山谷町3-32-4  小杉 仁 気付 0250-24-7829

33 風間 和子 956-0112 新潟市秋葉区新保28-2　風間 和子 気付 090-8026-6254

34 猪股 添 959-0413 新潟市西蒲区升潟3番地  重川 隆廣後援会内 0256-88-2633
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団体名

新潟県

村上市

胎内市

新発田市

新潟市

燕市

五泉市

阿賀野市

長岡市

阿賀町

加茂市

見附市

十日町市

小千谷市

魚沼市

南魚沼市

上越市

柏崎市
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糸魚川市

佐渡市

田上町

湯沢町

弥彦村

中体連

高体連

学体連

新潟市南区

新潟市西蒲区

実業団

マスターズ

小学生陸上クラブ

新潟市北区

新潟市秋葉区


