
協会・連盟 2020年度　都協会　役職 氏名 携帯 郵便番号 住所

1 1 文京区ビーチボール連盟 競技部　（ジュニア担当） 田澤　恵美

2 2 文京区ビーチボール連盟 競技部 柳田　和子

3 3 台東区　ビーチボール協会 競技部 石渡　真美

4 4 荒川区ビーチボール協会 競技部 加藤　修平

5 5 狛江市ビーチボール協会 競技部 表迫　宏和

6 6 青梅市　ビーチボール連盟 競技部 田中　幸子

7 7 町田市クラブMOKO 競技部 野口　若葉

8 8 昭島市ビーチボール協会 競技部 松本　恵子

9 9 松戸ビーチボールクラブ 競技部 小助川　美津代

10 10 東村山市ビーチボール協会 競技部 木村　浩康

11 11 相模原市ビーチボール連盟 競技部 辻　敏尚

12 12 日野市ビーチボール協会 競技部(兼務) 正井　達也

13 13 江東区ビーチボール協会 競技部 品野　妙子

14 14 福生市ビーチボール連盟 競技部 冨永　葉子

15 15 瑞穂町ビーチボール連盟 競技部 小山　　明

16 16 船橋市　船橋明遊倶楽部 競技部 伊東　　茂

17 1 荒川区ビーチボール協会 審判部 上野　克弘

18 2 狛江市ビーチボール協会 審判部 山岡　玲子

19 3 青梅市ビーチボール連盟 審判部 島田　規啓

20 4 青梅市ビーチボール連盟 審判部 肥後　栄美

21 5 町田市クラブMOKO 　（審判担当） 理事 林　由紀子

22 6 昭島市ビーチボール協会 審判部 矢野　敏樹

23 7 昭島市ビーチボール協会 審判部 伊藤　弘美

24 8 松戸ビーチボールクラブ 　（審判部担当）　理事 佐藤　芽里

25 9 東大和市余暇クラブ 　（審判担当）　理事 國吉　隆子

26 10 東村山市ビーチボール協会 審判部 椙田　泰司

27 11 相模原市ビーチボール連盟 審判部 堀　真也

28 12 日野市ビーチボール協会 審判部(兼務) 中村　光宏

29 13 江東区ビーチボール協会 審判部 堀　　泰伸

30 14 江東区ビーチボール協会 審判部 宇田川康介

31 15 江東区ビーチボール協会 審判部 鴇田　康彰

32 16 福生市ビーチボール連盟 審判部 竹尾　美由紀

33 1 文京区ビーチボール連盟 指導普及部（石渡部長付き） 水間　早苗

34 2 台東区　ビーチボール協会 指導普及部 加藤　新吾

35 3 台東区　ビーチボール協会 指導普及部 上村　直裕

36 4 荒川区ビーチボール協会 指導普及部 高田　明仁

37 5 狛江市ビーチボール協会 指導普及部 三角　久美子

38 6 昭島市ビーチボール協会 指導普及部 坂本　和男

39 7 東村山市ビーチボール協会 指導普及部 福森　　肇

40 8 江東区ビーチボール協会 指導普及部 太田　裕一

41 1 狛江市ビーチボール協会 総務部 伊東　なをみ

42 2 青梅市　ビーチボール連盟 総務部 岩本　陽子

43 3 町田市クラブMOKO 総務部 入澤　直子

44 4 松戸ビーチボールクラブ 総務部 阿部　寿栄

45 5 東村山市ビーチボール協会 総務部 桒田　雅恵

46 6 相模原市ビーチボール連盟 総務部 児玉　智江

47 7 日野市ビーチボール協会 総務部 鈴木　晃子

48 8 江東区ビーチボール協会 総務部 小島千鶴子

49 9 江東区ビーチボール協会 総務部 武部　裕子

50 10 瑞穂町ビーチボール連盟 総務部 岡部　寿美子

51 11 船橋明遊倶楽部 総務部 中山　大輔

52 台東区ビーチボール協会 （ジュニア大会）担当　理事 太田　雅久

53 船橋明遊倶楽部 会計監査（関東） 青木　  強

54 大田区ビーチボールクラブ 会計監査（東京） 西種子田　公一

東大和市余暇クラブ 國吉　浩子

会長推薦　理事

青梅市　ビーチボール連盟 相談役 鈴木　　明

台東区　ビーチボール協会 相談役 新渡戸 智純

文京区　ビーチボール連盟 相談役 神谷　勝朗

文京区　ビーチボール連盟 相談役 松田　久道

文京区　ビーチボール連盟 相談役 小島　一夫

台東区　ビーチボール協会 判定員統括 桝田　京子
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