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議案第 1号 役員の交代・補充について 

 

（敬称略） 

中信支部 

≪退任常任理事≫ 

丸山 良一 （安曇野市）＝ジュニア育成委員 

≪退任理事≫ 

野沢 文治 （塩尻市）＝競技委員 

≪新任理事≫ 

中嶋  勝 （塩尻市） ＝競技委員 

西澤 健司 （松本市） ＝ジュニア育成委員 

伊藤 芳郎 （松本市） ＝競技委員 

≪新常任理事≫ 

栗田 幸一 （松本市＝理事・競技副委員長） 

 

南信支部 

≪退任常任理事≫ 

古條 正行 （岡谷市） 

≪新任理事≫ 

小口 幸利 （岡谷市） 

 

※任期はいずれも 2020 年 3 月まで 
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議案 第２号 2018年度事業報告 

 

≪役員≫ 

会   長  小坂 壮太郎 

副 会 長  宮坂 久臣  小根山克雄 

理 事 長  柄沢 洋一 

副 理事長  木内 一夫  矢口 和宏  藤森 慶一  広田 文雄   

常任 理事  八木 秀夫  村上 富雄  前島廣太郎  丸山 義幸  森泉 哲夫 

山浦  稔  山田 兼二  樋口 秀則  上沼 栄治  鎌倉 茂人 

丸山 良一  古條 正行  小牧 一雄  岡島 功明  大橋 正明 

嶋田万里子  大野 弘治  召田  誠 

理   事  笠原 甲一  古木惣一郎  森永 哲郎  佐々木雅俊  中村 伸幸 

 赤澤 正巳  山田 信一  高野 行広  樋口 吉久  本田 征瑛 

 懸川 相益  懸川 恵子  清水 久徴  金根 道子  脇田 綱雄 

 富岡 耕二  加藤 元次  篠原  力  大井 幸雄  石澤 充弘 

 宮川  剛  山下 律子  滝沢 家城  栗田 幸一  湯川 治宣 

萩村 み恵  藤澤 幸治  髙木  稔  工藤 数子  高山 文子 

横澤 和生  名取 圭一  竹松 寿明  池田 素啓  両角 太一 

飯沼 忠廣  筒井 敬文  近藤美登子  小林 徳衛  盛  浩二 

 外山 衆司  土屋 英樹  手塚さおり  渡辺 雅義  黒岩  護 

 赤羽 祐史    

監   事  石井 和男  白沢 栄一 

事務局長   吉川 博 

 

 

≪会 議≫ 

○総会 

 4月 12日 長野市・ホテル国際２１ 

 役員改選 

 平成 29年度事業報告、決算を承認、2018年度事業計画、予算を決定 

○総務企画委員会 

 ▽７月 書面決議 
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・県体協スポーツ振興功績者表彰候補に宮森武久前副理事長を決定 

  （2019年 3月 25日表彰式） 

・強化選手指定とトラックマン利用案の承認 

・国体選手壮行会の実施 

  ▽2019年 3月 25日 長野市・ホテル国際 21 

 ○競技委員会  

▽４月 12日 長野市・ホテル国際２１ 

委員の大会担当、役割分担を決定 

▽10月８日 長野市 各大会の運営について協議 

 ○ジュニア育成委員会 

 ▽4月 12日・長野市・ホテル国際２１ 

第 20回ジュニア選手権の運営、スナッグゴルフ大会実施などを決定 

  ▽10月 26日 11/3研修会打ちあわせ 

   ▽１月９日  ２/9～11 茨城合宿打ち合わせ 

 

≪主催競技・派遣競技会≫ 

◆ 第 20回県ジュニア選手権（5月 13日・信濃ゴルフ倶楽部） 

小学 4年生から高校 3年生までの 6部門に県内ジュニア男女合わせて 78選手が出場。各

部門の上位者のうち関東ジュニア選手権、関東小学生大会に合わせて 25人が出場資格を

獲得した。 

◆ 国体県予選 

 第７３回国民体育大会「福井国体」の成年男子・女子長野県予選は、第 1 次を５月 20 日、

上田丸子グランヴィリオゴルフ倶楽部、最終予選を 5 月 26 日、穂高カントリークラブで実

施。  

【成年男子】①迫田航季（同志社大・佐久長聖高出）②古橋諒大（同志社大・佐久長聖高出）

③内山晋作（中央学院大・佐久長聖高出） 

【女子】①市村杏（軽井沢中 3 年）②髙橋采未（松商学園高１）③平木亜莉奈（ルネサンス

高 1 年・軽井沢町） 

◆日本マスターズ県予選（男子５月 20 日・上田丸子グランヴィリオゴルフ倶楽部、女子 6

月 14 日・長野国際カントリークラブ） 

 [男子] ①道端孝次（箕輪町）②松本勝治（箕輪町）③広田文雄（須坂市） 

 [女子] ①別府砂織（山ノ内町）②上條春海（木曽町）③山下かつみ（茅野市） 

◆第 18回シニア市町村対抗（5月 29日・穂高カントリークラブ） 

 ①上田市Ａ ②長野市 ③ 御代田町 ④富士見町 ⑤坂城町 

  「ねんりんピック富山大会」代表は上田市チームが編成へ 

◆北信越国体（少年男子）  
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  第 39 回北信越国体ゴルフ競技（少年男子）は 7 月 12 日、長岡カントリークラブで行

い、長野県（織井昭汰 72、岩崎裕斗 72＝ともに佐久長聖高、太田誠人 84＝松商学園高）は

トータル 223 ストロークで１位となり 10 月に福井県で開く本国体への出場権を獲得した。

県勢の北信越突破は４年連続。1 位は初（福井は国体開催県で直接出場） 

◆第 18 回レディース地区対抗（6 月 28 日・長野国際カントリークラブ） 

①ちのちの ②長野ファイターズ ③松本市 ④塩尻市 ⑤長野レンジャーズ 

◆第 51回長野県アマチュアゴルフ選手権大会（決勝ラウンド 8月 29、30日・南長野ゴルフ

倶楽部） 

①小林浩之（諏訪市）②入江龍馬（伊那市）③宮島一馬 

◆第 18回日本マスターズ 2018（北海道札幌市） 

9月 6日発生の北海道胆振東部地震のため開催中止 

◆第２回アンダーハンディキャップ選手権（9 月 13 日・松本浅間カントリーククラブ） 

  ▽男子 ①丸山一雄（松本）、小松俊夫（塩嶺）③野口仁（松本浅間）、中條高志（松本

浅間）、野口敦（豊科） 

  ▽女子 ①小寺泰子（豊科）②新谷益代（富士見高原）③宮入京子（上田丸子ｸﾞﾗﾝｳﾞｨ

ﾘｵ）、芦澤順（松本浅間）小川原秋（豊科） 

  （男女合わせて 26 人が関東アンダーハンディキャップ選手権への出場資格を獲得） 

◆第 23回県シニアアマチュアゴルフ選手権（9 月 21 日・諏訪湖カントリークラブ） 

  ▽男子 ①三沢康弘（伊那市）②川合文男（上田市）③高山源市（長野市） 

▽女子 ①柳沢信子（上田市）②加藤きよ子（長野市）②遠藤芳江（軽井沢町） 

◆第 35回県女子アマチュアゴルフ選手権（10 月２日・塩嶺カントリークラブ） 

  ①小川原秋（松本市）②泉谷寛子（茅野市）③青木もも子（松川町） 

◆第 73回国民体育大会（10 月 5、6 日・福井県） 

  ▽成年男子 団体 31 位（昨年 41 位） 

  ▽女子 団体 21 位 （昨年 21 位） 

  ▽少年男子 団体 16 位（昨年 27 位） 

◆第 54回長野県市町村対抗大会（10 月 9 日・長野カントリークラブ） 

  ▽団体戦 ①佐久市 ②長野市 ③塩尻市 ④佐久市浅科 ⑤木曽町福島 

▽個人戦 ①宮島一馬（塩尻市）72（37,35）②井田勇太（長野市）72（36,36）③田中

孝幸（佐久市）73(36,37) 

◆ねんりんピック富山（11月 5日・呉羽カントリークラブ） 

   

≪ジュニア育成と強化≫ 

2027 年第 82 回国民体育大会の県内開催決定を受け、ジュニアの育成強化は喫緊の課題

になっている。県ゴルフ振興基金の援助を受けスタートした特別強化策では、関東ジュニ

ア出場 25 人、日本ジュニア出場 6 人など地区大会、全国大会に出場した選手への補助が
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延べ 43人に計 111万円となった。 

国体対策を主眼に、2月 9日～11日には男女 18名で茨城県静ヒルズカントリークラブ、

宍戸ヒルズカントリークラブで強化合宿を実施。体幹を中心としたフィジカルトレーニン

グを個人指導できたほか、本年の国体実施会場（少年男子、女子）の宍戸ヒルズでラウン

ドできたことは収穫だった。 

 

≪女子強化研修会≫ 

10 年目を迎えた女子強化研修会登録メンバーは 97 人。千曲高原、長野国際、諏訪湖、塩

嶺の４会場で計 4 回の研修会を実施。 

 

 

 

議案第 3号 2018年度収支決算報告 

資料 1-1 収支決算書 

資料 1-2（参考）国体関係事業の財源内訳 

 

議案第４号 2018年度事業計画 

≪2019 年度事業計画≫ ＝日程表参照 ※資料 ２ 

 ≪国体選手選考方法≫         ※資料 ３ 

・第 74 回茨城国体 ９月 28（土）～10 月１日（火） 

  ▽成年男子 大洗ゴルフ倶楽部 

  ▽女子   宍戸ヒルズカントリークラブ 東コース 

  ▽少年男子 宍戸ヒルズカントリークラブ 西コース 

※強化合宿を実施予定 

  ・成年男子の予選は前年と同方式 

（２回の順位によるポイント＋ＪＧＡランキングに基づくポイント） 

 ・女子と少年男子に成年男子と同様のポイント方式を導入する。 

▽成年男子、女子 一次 5 月６日（月・祝）松本ＣＣ 

最終 ６月１日（土）穂高ＣＣ 

▽少年男子 一次５月 31 日（金）穂高ＣＣ 上位 12 人を選抜 

最終 6 月 1 日（土）穂高ＣＣ 

 ・監督 成年男子：上沼栄治、女子担当：宮川剛、 

少年男子：吉川博、コーチ：赤羽祐史 
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≪協会規約の一部改正≫ 

  ▽第 13 条 委員会の常設化      ※資料 ４ 

▽細則の改訂・旅費規程       ※資料  ５ 

 

議案第５号 2019年度収支予算（案） 

  ※資料 ６ 2019 年度予算案 

議案第６号 その他 

  県体協の名称変更 公益財団法人長野県体育協会 

⇒公益財団法人長野県スポーツ協会（県スポ協？） 
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