
正会員

準会員
佐藤保実 小幡吉輝 吉田七百子 松田正榮 大内良美 名和一男 荒井正利 岸田一男 嶋倉秀代
寺田博之 佐藤政江 斎藤洋子 石垣和子 色摩礼子 安部龍一 佐藤よし 佐藤孝悉 髙橋知宏
髙橋尚子 安食典雄 渡辺仁次郎 水落哲太郎 石⿊正良 安孫子満雄 阿部和信 増川州宏 ⻑岡弘志
海谷宏子 井上豊子 板垣征司 鈴木剛志 五十嵐孝義 井苅武司 井上武郎 大類準一 ⻄塚久光
板垣文男 鈴木利作 門間和子 島貫はつ子 佐藤健治 齋藤美晴 原田春代 小條豊治 曽川三千春
池田智恵子 菅原 修 齋藤智惠子 阿部繁子 伊藤弘得 富樫武志 齋藤榮子 吉村幸子 上野義夫
讃岐甚市 佐藤光子 佐久間力 石⿊早登子 板垣順子 佐藤眞志美 石川良克 三舩修三 池田田鶴子
大川親孝 松浦一子 佐藤公子 小野寺あきら 仲條 伸 川村繁美 阿部 武 伊藤 〆 相蘇はる子
今井清子 佐藤俊弘 小松百合子 渡会玲子 佐藤文子 渋谷嘉明 佐藤満子 佐藤 武 原田久⺠
上野時子 森井 雪 佐藤栄子 櫻井好和 山本 鉅 佐藤誠一 佐藤義昭 佐藤博幸 ⻑谷川昇
齋藤元希 佐藤俊輔

賛助会員【団体】

賛助会員【個人】
泉 洋之 築達秀尚 髙野義久 五十嵐健裕 後藤崇史 堀川伸一 小野三枝子 橋本 仁 鈴木恵美子
布川理枝子 渡会幸司 大沼宏佳 ⻘木裕志 飯鉢 亨 菅野 功 菅原繁幸 寒河江寿樹 土屋佑介
土屋香織 庄司慶子 片桐賢一 増川久仁男 髙橋 啓 佐藤茂美 山寺 武 結城英俊 武藤 実
宇野仁一 土屋喜平 加藤里美 藤身貴一 鈴木 聡 羽柴良哉 ⻑谷川晴美 菊地幸次 岡崎郁子
渡邊由美子 神保敦司 伊藤一志 高田早希 今泉 孝 遠田幸平 徳永 聡 飛鳥陽子 岡崎陽子
髙橋幹則 深瀬浩一 関 明子 ⻄澤亜⽮ 安達 瞳 佐藤美咲 島貫祥代 髙橋真由美 逸見利香
須藤志緒 加藤 奨 福田 賢 渡邉圭子 渡邉朗子 齋藤明子 伊藤律子 高橋節子 ⽮口美紀
沓澤真由美 森 朱里 横山 桂 新田茂幸 柿﨑美咲 信夫珠美 溝越はるみ 磯谷莉朋 門脇ゆかり
伊藤順子 佐藤和明 木内澄江 大江千賀子 小内文子 齊藤幸司 五十嵐隆夫 和田朋子 相馬美樹
⼾松裕子 吉田恭子 猪股桂子 小川 潔 細越正則 高橋公夫 ⽮吹清隆 東海林大 齋藤京香
布施英悦郎 塚原 誠 布施義章 根津良伸 齋藤 丞 遠藤⻯大 ⻑南善也 ⼾田和彦 ⻫藤正男
舟山健蔵 ⻑南はる子 佐竹春一 大倉重八 鏡 尊子 堀 宏子 上野伸一 松田英雄 ⿊沼祐蔵
佐藤博幸 工藤好隆 笹原里美 鈴木和世 塩野かおり 大場正一 岩松 剛 池田孝之 齋藤聡子
高橋弥生 渡辺和子 鈴木政彦 蜂谷眞和 大野圭一 海藤絵里 後藤美知子 村川卓也 神保佑花
齋藤智子 佐藤友紀 ⻘山咲絢 深瀬典子 遠藤広子 ⻑塚 暁 原田浩一 遠藤美樹 武田文子
富樫喜久子 清水 薫 木暮 梓 小林一好 鈴木 恵 齊藤彰浩 渡邉宏二 小林浩一 酒井あゆみ
後藤龍一 芦野晋也 羽角孝徳 斎藤澄江 鏡 友由 福田 香 高橋貴志 岡田由希 ⻄田⻯也
髙橋恵美子 ⽮田目真美 阿部真一 石山明希 高橋真由美 澁間久美子 武田美貴 押切美千恵 ⽮田目恵理子
塩野美槻 齋藤正義 高嶋 守 田中義秀 佐久間悦子 軽部よし子 佐藤雪絵

山形県スポーツ協会

令和2年度 山形県障がい者スポーツ協会 会員一覧
（令和3年2月17日現在 敬称略・順不同）

天童サウンドテーブルテニスクラブ 山形県聴覚障害者協会卓球部 山形県身体障害者アーチェリー協会 山形県チェリースイマーズクラブ

社会福祉法人山形県社会福祉協議会 山形県アーチェリー協会 山形県スキー連盟

山形県車椅子ゲートボール倶楽部 山形県聴覚障害者協会ゲートボール部 山形県りんりん車いすダンスクラブ

上山市身障者ゲートボールクラブ 山形県聴覚障害者協会ボウリング部 山形県身体障害者スキー協会

山形県視覚障害者福祉協会サウンドテーブルテニスクラブ山形I.B.BROTHERS
NPOスペシャルオリンピックス日本・山形

山形県障がい者陸上競技クラブ
米沢市身体障がい者福祉協会
グラウンド・ゴルフクラブ石楠花会

チームおからや 輝きの親子スポーツ教室

山形県精神障がい者スポーツ推進協議会 障害者支援施設いきいきの郷 一般社団法人山形県銀行協会 社会福祉法人山形県コロニー協会
山形福祉工場 山形県コロニーセンター 障がい者支援施設すげさわの丘 メディアかがやき
山形県ワークショップ明星園 しょうがい者支援施設栄光園 特定非営利活動法人にこにこホーム 特定非営利活動法人くれよんはうす
NPO法人らっふる 社会福祉法人上山翔泉会 障がい者支援施設南陽の里 指定障害者支援施設水明苑
障がい者支援施設光生園 障害者支援施設白鷹陽光学園 社会福祉法人白鷹こぶし会 障がい福祉サービス事業所こぶしの家
特定非営利法人はんどめいど糸蔵楽 障がい者支援施設月光園 共働作業所 夢工房 社会福祉法人走翔会
山形県立山形養護学校 山形県立山形盲学校 山形県立上山高等養護学校 山形大学附属特別支援学校
山形県保健医療大学 創学館高等学校 山本学園高等学校 東海大学山形高等学校

一般社団法人天童市東村山郡医師会 一般社団法人山形県理学療法士会

新庄東高等学校 山形市立第五中学校 山形市立第八小学校 朝日町社会福祉協議会
山形市手をつなぐ育成会 株式会社三洋 酒田中央ロータリークラブ 山形信用金庫

山形市水泳連盟 山形県カローリング協会

東北労働金庫 山形支店 株式会社殖産工務所 山形警備保障株式会社 株式会社メコム
株式会社川井スポーツ 山形県商工会連合会


