
（第3号議案　資料-1）

後援会役職 定数 氏名 職業 役職
名誉会長 1 臥雲　義尚 松本市　 市長
名誉顧問 複数 小口　利幸 塩尻市 市長

本庄　利昭 山形村 村長
太田　寛 安曇野市 市長
牛越　徹 大町市 市長
甕　聖章 池田町 町長
藤澤　泰彦 生坂村 村長
白鳥　政徳 箕輪町 町長
小林　弘幸 朝日村 村長
下条　みつ 衆議院議員
務台　俊介 衆議院議員

相談役 複数 松田　正巳 一般社団法人長野県サッカー協会 会長
西澤　仁志 株式会社長野銀行 取締役頭取
田中　鈴生 松本信用金庫 理事長

後援会役職 定数 氏名 職業 役職
会長 1 井上　保 松本商工会議所　 会頭
副会長 阿部　栄一 セイコーエプソン株式会社 執行役員

曲渕　文昭 アルピコホールディングス株式会社 代表取締役社長 
神澤　陸雄 キッセイ薬品工業株式会社 代表取締役会長
矢島　哲郎 信濃毎日新聞社 常務取締役松本本社代表

監事 2 青山　織人 学校法人未来学舎 理事長
須澤　稔 松本JCシニア会 会長

顧問 複数 古畑　敏幸 松本市サッカー協会 会長
長瀬　孝浩 長瀬法律事務所 所長

参与 複数 菱山　晉一 信越放送株式会社 常務取締役松本放送局長
高波　雄一郎 株式会社長野放送 中南信支社長 
宮崎　純一 株式会社テレビ信州 松本支社長
上條　浩明 長野朝日放送株式会社 中南信支社長 
佐藤　浩市 株式会社テレビ松本ケーブルビジョン 代表取締役会長 
新保　裕介 株式会社市民タイムス 代表取締役社長 
塩原　武文 株式会社ＭＧプレス 代表取締役社長　 
小池　豊徳 株式会社中日新聞 松本支局長
出井　健二 松本商店街連盟 会長
高山　政登 山雅会 会長
井口　浩司 株式会社マル井 常務取締役
八木　宗夫 株式会社水宗園本舗 会長
赤羽　眞太郎 株式会社はやしや 取締役相談役
望月　宗敬 税理士法人のぞみ 会長
田中　貴士 キリンビール株式会社 長野・山梨支社 支社長
池田　良之 株式会社アステップ信州 代表取締役社長
若林　順平 デンセンホールディングス株式会社 代表取締役社長

後援会役職 定数 氏名 職業 役職
理事長 1 山村　和永 株式会社薬師平リゾート 代表取締役
専務理事 1 風間　敏行 チームバモス マネージャー
副理事長 複数 伊藤　和夫 山雅会 副会長

澤田　周介 沢田歯科医院 院長
窪田　浩明 ソニックス株式会社 代表取締役
犬飼　健 医療法人まちの歯医者さん 理事長
上原　聖二 一般社団法人松本青年会議所 理事長
佐々木　清文 松本商工会議所青年部 会長

理事 複数 木田　健二郎 学校法人光和学園 信州医療福祉専門学校 顧問
白藤　芳尚　 セイコーエプソン労働組合　 副執行委員長
田中　恵介 チームバモス TEAM VAMOS発起人
青木　雅晃 ＮＰＯ法人松本山雅スポーツクラブ 理事長
宮坂　学 会社員
蔵岡　久男 株式会社フィールド・オブ・キッチン 代表取締役社長
中田　忠章 株式会社ロイヤルオートサービス 専務取締役
宮川　賢久 有限会社イロハ 代表取締役社長
新井　通夫 株式会社しんえこ 営業部長
大野　善裕 ワーナックス株式会社 代表取締役
山添　道雄 株式会社山添シート内装 代表取締役
萩原　直基 株式会社　第一印刷 代表取締役
豊岡　圭 チームバモス TEAM VAMOS前代表
中島　和彦 株式会社大和製作所
石川　直仁 会社員

上田支部長 備前　敦 医療法人あさま会リサーチパーク・クリニック 理事長
塩尻支部長 深澤　俊英 世界の食文化交流協会 会長

南信州支部長 吉沢　博文 トラビスジャパン株式会社
安曇野支部長 吉田　賢司 株式会社吉田建築設計事務所 代表取締役

山形支部長 堤　　 博彦
大町支部長 平林　徳幸
岡谷支部長 杉浦　直樹 杉浦畳店

上土商店街支部長 増田　博志 株式会社増田 代表取締役
東京支部長 原　 　誠 会社員
愛知支部長 高木　実子 株式会社 Smile & Human Creator

佐久平支部長 柳澤　考輝 エフビー介護サービス株式会社
北信支部長 横山　誠 株式会社サンフレッシュ食品
飯伊支部長 永井　茂美 飯田精機株式会社 会長
朝日支部長 高橋　澄義

トラビス支部長 赤羽　宏明 トラビスジャパン株式会社 役員
松本市歯科医師会支部長 中嶋　章 中嶋歯科医院 院長

事務局長 1 中林　玲 有限会社イー・オフィス 代表取締役
事務局（総務） 六波羅　玲
事務局（営業） 北原　洋一 株式会社松本山雅
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