
公益財団法人小田原市体育協会実行委員長及び総監督一覧 

 

年 度 市民総合体育大会 県総合体育大会 スポーツ＆レクリエーションフェスティバル
（ 平成 １ ４年 までレク リエーシ ョ ン まつり ） 

尊徳マラソン大会 キッズマラソン大会 

平成５年度 杉崎  幸正 前田     誠 山居   努 原    義明 ― 

平成６年度 杉崎  幸正 前田     誠 山居   努 原    義明 ― 

平成７年度 杉崎  幸正 前田     誠 山居   努 原    義明 ― 

平成８年度 杉崎  幸正 江島    紘 山居   努 前田    誠 ― 

平成９年度 杉崎  幸正 江島    紘 山居   努 前田    誠 ― 

平成 10年度 杉崎  幸正 江島    紘 国体の関係で開催せず 前田    誠 ― 

平成 11年度 杉崎  幸正 江島    紘 山居   努 前田    誠 ― 

平成 12年度 杉崎  幸正 江島    紘 山居   努 前田    誠 ― 

平成 13年度 高橋  卓保 磯崎  公一 角田    よう 前田    誠 ― 

平成 14年度 杉崎  幸正 高橋  卓保 角田    よう 前田    誠 ― 

平成 15年度 杉崎  幸正 高橋  卓保 
角田    よう 

(スポレク実行委員長 柴田秀之助)  柴田秀之助 ― 

平成 16年度 杉崎  幸正 高橋  卓保 
西さがみ連邦・スポレクフェアの開催  

（実行委員長 山居 努） 
柴田秀之助 ― 

平成 17年度 杉崎  幸正 前田   誠 
西さがみ連邦・スポレクフェアの開催  

（実行委員長 山居 努） 
柴田秀之助 ― 

平成 18年度 杉崎  幸正 前田    誠 
西さがみ連邦・スポレクフェアの開催  

（実行委員長 山居 努） 
原    義明 ― 

平成 19年度 髙橋  正則 瀬戸  昭彦 
西さがみ連邦・スポレクフェアの開催  

（実行委員長 山居 努） 
杉崎  幸正 ― 

平成 20年度 髙橋  正則 高橋  卓保 
西さがみ連邦・スポレクフェアの開催  

（実行委員長 山居 努） 
瀬戸  昭彦 ― 

平成 21年度 髙橋  正則 江島    紘 ― 瀬戸  昭彦 ― 

平成 22年度 髙橋  正則 （平成 22年度から休止） 山居   努 瀬戸  昭彦 ― 

平成 23年度 髙橋  正則 （平成 22年度から休止） 山居   努 瀬戸  昭彦 ― 

平成 24年度 鈴木    稔 （平成 22年度から休止） 山居   努 瀬戸  昭彦 江島    紘 

平成 25年度 加藤  義和 （平成 22年度から休止） 角田    よう 柳下  良巳 鈴木  一幸 

平成 26年度 加藤  義和 （平成 22年度から休止） 角田    よう 柳下  良巳 山﨑  哲郎 

平成 27年度 加藤  義和 （平成 22年度から休止） 大野  眞一 湯川  利之 山﨑  哲郎 

平成 28年度 林  富士夫 （平成 22年度から休止） 井上  孝男 湯川  利之 山﨑  哲郎 

平成 29年度 林  富士夫 （平成 22年度から休止） 宇佐美充之 湯川  利之 栢沼  一郎 

平成 30年度 田口  和夫 （平成 22年度から休止） 宇佐美充之 湯川  利之 
江島紘(代行) 

栢沼  一郎 

令和元年度 田口  和夫 （平成 22年度から休止） 宇佐美充之 湯川  利之 古谷   泉 

※特記事項 （１）神奈川県総合体育大会は平成 22年度に休止となったため、以後総監督は選出せず。 

      （２）スポーツ＆レクリエーションフェスティバルは、平成 14年度まではレクまつりの名

称で開催。平成 16 年度から平成 20 年度までは西さがみ連邦共和国主催スポレクフェ

アの名称（実行委員長は体協役員が選出された。）。平成 22年度から現在の名称に。 

      （３）キッズマラソン大会の平成 30 年度は、江島紘が春大会の、栢沼一郎が冬大会の実

行委員長に。令和元年からは、春及び冬の両大会とも実行委員長は一人となる。 
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