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第５３回苫小牧スケートまつり実行委員会名簿

NO 実行委員会役職 氏　　名 所属先 役職

1 実行委員長 市　町　峰　行 （一社）苫小牧観光協会 会長

2 副実行委員長 佐　藤　　　裕 苫小牧市 副市長

3 副実行委員長 堀　　　孝　子 （一社）苫小牧観光協会 副会長

4 副実行委員長 松　本　紘　昌 苫小牧商工会議所 副会頭

5 副実行委員長 渡　辺　秀　敏 （一社）苫小牧青年会議所 理事長

6 副実行委員長 谷　岡　裕　司 苫小牧市町内会連合会 会長

7 副実行委員長 渡　邊　敏  明 （公財）苫小牧市体育協会 副会長

8 副実行委員長 野　村　克　弘 苫小牧アイスホッケー連盟 副会長

9 副実行委員長 山　崎　重　悦 苫小牧スケート連盟 会長

101 総務部長 金　谷　幸　弘 苫小牧市産業経済部 部長

102 総務部副部長 望　月　　　樹 苫小牧市産業経済部産業振興室 室長

103 総務部総務担当総括副部長 武　田　涼　一 苫小牧市産業経済部産業振興室商業振興課 課長

104 総務部総務担当副部長 長谷川　　　慎 苫小牧市産業経済部産業振興室商業振興課 主査

105 総務部総務担当委員 朝　倉　健　太 苫小牧市産業経済部産業振興室商業振興課 主事

106 総務部総務担当委員 山　岸　史　和 苫小牧市産業経済部産業振興室商業振興課 主事

107 総務部宣伝担当総括副部長 佐　藤　　　聰 （一社）苫小牧観光協会宣伝誘致委員会 委員長

108 総務部宣伝担当副部長 山　田　美枝子 （一社）苫小牧観光協会宣伝誘致委員会 副委員長

109 総務部宣伝担当副部長 山　岸　裕　治 （一社）苫小牧観光協会宣伝誘致委員会 事務局長

110 総務部宣伝担当委員 新　田　　　顕 苫小牧市産業経済部産業振興室商業振興課 主査

111 総務部宣伝担当委員 田　中　翔　子 苫小牧市産業経済部産業振興室商業振興課 主事

112 総務部寄付担当総括副部長 佐　藤　明　仁 王子製紙（株）苫小牧工場 事務部マネージャー

113 総務部寄付担当副部長 遠　藤　和　盛 苫小牧商工会議所 総務部長

114 総務部寄付担当副部長 伊　藤　正　則 （一社）苫小牧建設協会 事務局長

115 総務部寄付担当副部長 酒　井　　　明 苫小牧市商店街振興組合連合会 副理事長

116 総務部寄付担当副部長 三　島　久　佳 （株）NTT東日本－北海道苫小牧支店 担当課長

117 総務部寄付担当副部長 板　敷　倫　明 日本軽金属（株）苫小牧製造所 総務係長

118 総務部寄付担当副部長 田　中　玲　志 苫小牧港開発（株） 総務課長

119 総務部寄付担当副部長 深　澤　治　稔 トヨタ自動車北海道（株） 総務部担当部長

120 総務部寄付担当副部長 松　島　智　子 出光興産（株）北海道製油所 総務課

121 総務部寄付担当副部長 山　岸　浩　之 日本製紙（株）北海道工場 事務部総務課調査役

122 総務部寄付担当副部長 村　上　征　幸 菱中建設（株） 総務課長代理

123 総務部寄付担当副部長 板　坂　真　弓 （株）イワクラ 総務課

124 総務部除雪担当総括副部長 小　西　久　志 苫小牧市都市建設部道路維持課 課長

125 総務部除雪担当副部長 小　田　隆　行 苫小牧市都市建設部道路維持課 副主幹

201 スケート行事部長 本　間　貞　樹 （公財）苫小牧市体育協会 専務理事

202 スケート行事部副部長 木　村　　　淳 苫小牧市総合政策部 部長

203 スケート行事部副部長 鈴　木　正　樹 苫小牧スケート連盟 理事長

204 スケート行事部副部長 池　田　吉　繁 苫小牧アイスホッケー連盟 理事長

205 スケート行事部町内会行事担当総括副部長 神　保　英　士 苫小牧市総合政策部スポーツ都市推進課 課長

206 スケート行事部町内会行事担当副部長 畠　山　邦　雄 苫小牧市総合政策部スポーツ都市推進課 課長補佐

207 スケート行事部町内会行事担当副部長 久　野　利　広 苫小牧市スポーツ推進委員会 事業部長

208 スケート行事部町内会行事担当委員 戸　澤　　　崇 苫小牧市総合政策部スポーツ都市推進課 主事

209 スケート行事部町内会行事担当委員 林　川　浩　太 苫小牧市総合政策部スポーツ都市推進課 主事

210 スケート行事部しばれ焼き担当総括副部長 荒物屋　貢　一 （公財）苫小牧市体育協会 事務局長

211 スケート行事部しばれ焼き担当副部長 小金澤　周　平 （公財）苫小牧市体育協会 係長

212 スケート行事部スケート行事担当総括副部長 中　原　順　雄 苫小牧スケート連盟 副理事長

213 スケート行事部スケート行事担当副部長 吉　村　勇　一 苫小牧スケート連盟 副理事長

214 スケート行事部スケート行事担当副部長 鈴　木　隆　夫 苫小牧スケート連盟 理事

215 スケート行事部スケート行事担当副部長 西　本　政　司 苫小牧スケート連盟 監事

216 スケート行事部スケート行事担当副部長 伊　東　千　義 苫小牧スケート連盟 事務局次長

217 スケート行事部スケート行事担当副部長 朝比奈　　　喬 苫小牧スケート連盟 事務局長

218 スケート行事部スケート行事担当副部長 山　本　興　哉 苫小牧スケート連盟 理事

220 スケート行事部アイスホッケー行事担当総括副部長 藤　岡　照　宏 苫小牧アイスホッケー連盟 副理事長

221 スケート行事部アイスホッケー行事担当副部長 菊　谷　　　卓 苫小牧アイスホッケー連盟 総務委員長

222 スケート行事部アイスホッケー行事担当副部長 須　郷　敏　廣 苫小牧アイスホッケー連盟 総務副委員長

223 スケート行事部アイスホッケー行事担当副部長 脇　本　保　司 苫小牧アイスホッケー連盟 総務副委員長

225 スケート行事部アイスホッケー行事担当副部長 佐　藤　康　生 苫小牧アイスホッケー連盟 レフェリー委員長

226 スケート行事部アイスホッケー行事担当副部長 小野崎　　　優 苫小牧アイスホッケー連盟 高体連室蘭地区専門委員会

227 スケート行事部アイスホッケー行事担当副部長 恵　良　　　学 苫小牧アイスホッケー連盟 中体連専門委員長
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301 協賛行事部長 佐々木　真　史 （一社）苫小牧青年会議所 副理事長

302 協賛行事部協賛行事担当総括副部長 越　戸　昭　仁 （株）苫小牧民報社 総務局部長

303 協賛行事部協賛行事担当副部長 久　保　卓　也 （一社）苫小牧青年会議所 事業室　室長

304 協賛行事部協賛行事担当副部長 川　西　悟　史 北海道電力（株）苫小牧支店 企画総務グループリーダー

305 協賛行事部協賛行事担当副部長 熊　谷　円　佳 （株）苫小牧民報社 総務局事業担当

306 協賛行事部協賛行事担当副部長 篠　原　一　実 ナラサキスタックス（株） 人事総務部長

307 協賛行事部協賛行事担当委員 中　村　雄　一 （一社）苫小牧青年会議所 はじける笑顔創造委員会　副委員長

308 協賛行事部イベント行事担当総括副部長 西　村　浩　生 （一社）苫小牧青年会議所 はじける笑顔創造委員会　委員長

309 協賛行事部イベント行事担当副部長 吉　川　昌　志 （一社）苫小牧青年会議所 はじける笑顔創造委員会　副委員長

401 雪像部長 森　本　恭　行 苫小牧商工会議所 専務理事

402 雪像部雪像担当総括副部長 末　松　　　仁 苫小牧商工会議所 事務局長

501 施設部長 池　田　　　貢 王子製紙（株）苫小牧工場 事務部マネージャー

502 施設部会場設営管理担当総括副部長 工　藤　基　樹 苫小牧市総合政策部まちづくり推進室まちづくり推進課 交通政策主幹

503 施設部会場設営管理担当副部長 宮　田　哲　也 苫小牧市都市建設部 次長

504 施設部会場設営管理担当副部長 竹　越　俊　治 北海道電力（株）苫小牧支店 配電グループリーダー

505 施設部会場設営管理担当副部長 福　津　　　洋 北海電気工事（株）苫小牧支店 総務ＧＬ

506 施設部会場設営管理担当委員 高　橋　良　弘 北海電気工事（株）苫小牧支店 営業電設ＧＬ

507 施設部会場周辺警備総括副部長 成　田　明　義 苫小牧市都市建設部緑地公園課 課長

508 施設部会場周辺警備担当副部長 佐　田　尚　史 苫小牧市都市建設部緑地公園課公園維持係 係長

509 施設部会場周辺警備担当副部長 松　村　順　子 苫小牧市防犯協会 副会長

510 施設部会場周辺警備担当副部長 齋　藤　健　巳 苫小牧市少年指導センター センター長

511 施設部会場周辺警備担当委員 石　垣　信　治 苫小牧市防犯協会 事務員

601 監事 秋　山　集　一 苫小牧市商店街振興組合連合会 理事長

602 監事 斉　藤　雅　明 苫小牧金融協会 会長


