
理 事 長 飯田　　 聡飯田　　 聡飯田　　 聡飯田　　 聡（イイダ サトシ） 社員(無償) 長野FC･ﾉｶﾞｰﾅFCh橋本 代　　表

副理事長 山野 　昌彦山野 　昌彦山野 　昌彦山野 　昌彦（ヤマノ マサヒコ） 社員(無償) 長野ＦＣ 副 代 表

理　　事 野村　 善則野村　 善則野村　 善則野村　 善則（ノムラ　ヨシノリ） 社員(無償) 法人 相 談 役

理　　事 芝田 　憲男芝田 　憲男芝田 　憲男芝田 　憲男（シバタ ノリオ） 社員(無償) ﾉｶﾞｰﾅFC金剛 代　　表

理　　事 土口 　忠大土口 　忠大土口 　忠大土口 　忠大（ドグチ　タダヒロ） 社員(有償) ﾉｶﾞｰﾅFC金剛 U-12ｺーﾁ

理　　事 衛藤 　章司衛藤 　章司衛藤 　章司衛藤 　章司（エトウ ショウジ） 社員(無償) 法人

理　　事 森本 　純次森本 　純次森本 　純次森本 　純次（モリモト ジュンジ） 社員(有償) 長野ＦＣ U-12ｺーﾁ

理　　事 杉岡　 亜土杉岡　 亜土杉岡　 亜土杉岡　 亜土（スギオカ アヅチ） 社員(有償) 長野ＦＣ U-15ｺーﾁ

主　　任 塩川　 和哉塩川　 和哉塩川　 和哉塩川　 和哉（シオカワ　カズヤ） 社員(無償) 長野ＦＣ U-15ｺーﾁ

主　　任 大田　　 悟大田　　 悟大田　　 悟大田　　 悟（オオタ　サトル） 社員(無償) ﾉｶﾞｰﾅFC金剛 U-12監督

主　　任 廣里　 信二廣里　 信二廣里　 信二廣里　 信二（ヒロサト　シンジ） 社員(有償) ﾉｶﾞｰﾅFCh橋本 U-15監督

主　　任 細川 　慎介細川 　慎介細川 　慎介細川 　慎介（ホソカワ シンスケ） 社員(有償) 長野ＦＣ U-15監督

主　　任 柴田 　友哉柴田 　友哉柴田 　友哉柴田 　友哉（シバタ ユウヤ） 社員(無償) 長野ＦＣ U-12監督

主　　任 園田　 晋也園田　 晋也園田　 晋也園田　 晋也（ソノダ　シンヤ） 社員(無償) 長野ＦＣ U-12ｺーﾁ

コ ー チ 佐本　 和之佐本　 和之佐本　 和之佐本　 和之（サモト　カズユキ） 社員(無償) 長野ＦＣ U-12ｺーﾁ

コ ー チ 新谷　 晃二新谷　 晃二新谷　 晃二新谷　 晃二（シンタニ コウジ） 社員(有償) 長野ＦＣ U-12ｺーﾁ

コ ー チ 片岡　 雅博片岡　 雅博片岡　 雅博片岡　 雅博（カタオカ　マサヒロ） 社員(無償) 長野ＦＣ U-12ｺーﾁ

コ ー チ 松井 　宏平松井 　宏平松井 　宏平松井 　宏平（マツイ　コウヘイ） 社員(無償) 長野ＦＣ U-12ｺーﾁ

コ ー チ 福本　 宏樹福本　 宏樹福本　 宏樹福本　 宏樹（フクモト　ヒロキ） 社員(無償) 長野ＦＣ U-12ｺーﾁ

コ ー チ 飯田　 　聖飯田　 　聖飯田　 　聖飯田　 　聖（イイダ　セイヤ） 社員(有償) 長野ＦＣ U-12ｺーﾁ

コ ー チ 北野 　友哉北野 　友哉北野 　友哉北野 　友哉（キタノ　ユウヤ） 社員(有償) 長野ＦＣ U-15ｺーﾁ

コ ー チ 中井　 辰彦中井　 辰彦中井　 辰彦中井　 辰彦（ナカイ　タツヒコ） 社員(無償) 長野ＦＣ U-15ｺーﾁ

コ ー チ 大田　　 浩大田　　 浩大田　　 浩大田　　 浩（オオタ　ヒロシ） 社員(無償) ﾉｶﾞｰﾅFC金剛 U-12ｺーﾁ

コ ー チ 福間　　 修福間　　 修福間　　 修福間　　 修（フクマ　オサム） 社員(無償) ﾉｶﾞｰﾅFC金剛 U-12ｺーﾁ

コ ー チ 池田　 靖明池田　 靖明池田　 靖明池田　 靖明（イケダ　ヤスアキ） 社員(無償) ﾉｶﾞｰﾅFC金剛 U-12ｺーﾁ

コ ー チ 篠原　 賢司篠原　 賢司篠原　 賢司篠原　 賢司（シノハラ　ケンジ） 社員(無償) ﾉｶﾞｰﾅFC金剛 U-12ｺーﾁ

コ ー チ 福間 　拓弥福間 　拓弥福間 　拓弥福間 　拓弥（フクマ　タクヤ） 社員(無償) ﾉｶﾞｰﾅFC金剛 U-12ｺーﾁ

コ ー チ 上田　 智明上田　 智明上田　 智明上田　 智明（ウエダ　トモアキ） 社員(有償) ﾉｶﾞｰﾅFCh橋本 U-15ｺーﾁ

コ ー チ 宮西　 良典宮西　 良典宮西　 良典宮西　 良典（ミヤニシ　ヨシノリ） 社員(有償) ﾉｶﾞｰﾅFCh橋本 U-15ｺーﾁ

コ ー チ 倉ケ崎 大輔倉ケ崎 大輔倉ケ崎 大輔倉ケ崎 大輔（クラガサキ　ダイスケ） 社員(有償) 長野FC･ﾉｶﾞｰﾅFCh橋本 サポート

主　　務 置田　 正昭置田　 正昭置田　 正昭置田　 正昭（オキタ　マサアキ） 社員(有償) 長野FC･ﾉｶﾞｰﾅFCh橋本 サポート

主　　務 和泉　 繁数和泉　 繁数和泉　 繁数和泉　 繁数（イズミ　シゲカズ） 社員(無償) 長野ＦＣ 主務

相 談 役 坪佐 　光浩坪佐 　光浩坪佐 　光浩坪佐 　光浩（ツボサ　ミツヒロ）

監 査 役 大川　 正一大川　 正一大川　 正一大川　 正一（オオカワ　マサカズ）

監 査 役 矢野 多希雄矢野 多希雄矢野 多希雄矢野 多希雄（ヤノ　タキオ）

顧　　問 勝部　 宥二勝部　 宥二勝部　 宥二勝部　 宥二（カツベ　ユウジ）

顧　　問 大島 康一郎大島 康一郎大島 康一郎大島 康一郎（オオシマ　コウイチロウ）

顧　　問 浦尾　 雅文浦尾　 雅文浦尾　 雅文浦尾　 雅文（ウラオ　マサフミ）

永久監督 本田　   勝本田　   勝本田　   勝本田　   勝（ホンダ　マサル）

市議会議員

（故人）

特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人長野フットボールクラブ　スタッフ長野フットボールクラブ　スタッフ長野フットボールクラブ　スタッフ長野フットボールクラブ　スタッフ

㈱ベガルタ仙台

三日市フットボールクラブ　代表

小山田サッカークラブ　代表

医師
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